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「空戦」 
そのすへてを概する 

ドック* 

ファイト!! 
◎世界の最新銳機の空戦能力と現代の“ドック•ファイド’を探る! 

◎VF-154トム+1^:/トノゞイロットが語る「ドッグ■ファイト」 
◎第一次世界大戦から現代fT、• •ドッグ7ァイNO進化 
◎零戦エース/《イロット第二次大戦空戦インタビュ- 

◎「空中戦」の基本マニューバーWK用を学べ!! 
◎元イ-^レ■パイロット、ロック岩崎とドックブァ仆 
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★★★東京都認可の専門学校で本物のレスキュー隊員を目指そろ 

採用後に活躍できる人材を 
育成する東京法科学院です 
東京消防疔をはじめとして各市町村等の消防本部に、数多くの採用者(最終合格者)を送り出し 
ている伝統と実績の東京法科学院専門学校。再現過去問題を反映したオリジナルテキストの 
使用•小論文&面接対策の徹底二官公庁説明会の実施など、試験に合格できる万全のカリ宁ュ 
ラム体制が整つているだけでなく、fepll物)耳对及者や±級救命講習などの資格も取得が可能。 
東京都正式認可の東京法科学院で学べば、本物のレスキュー隊員を目指すことができます。 

東京法科学院で学べるレスキュー系専攻 

消防官専攻2年制(昼間) 

自衛官専攻2年制(昼間) 

消防官専攻1年制(昼間) 

自衛官専攻1年制(昼間) 

■東京法科学院の過去最終合格先一覧〜抜粋〜 

東京消防庁消防官1• n • in類 松本広域消防官 
横浜市消防官川口市消防官小田原市消防官 
船橋市消防官箱根町消防官戸田市消防官 
大里広域消防官大船う度市消防官川崎市消防官 
南魚沼郡消防^且合消防官茨城県西南広域消防官 
自衛隊曹候補士自衛隊2等陸•海•空士他 

「消防官•自衛官」就職情報izミナーのご案内（無料） 

♦初めての方は.「消防官•自衛官等なるにはガイダンス」学園本部校舎m畑区_神fs町)にて 
• 7/28旧）- 8/10(土)13:00〜15:00 

♦学校を知りたい方は.「一日体験入学」学辭部校舎m畑区神田神保町)にて 
_ 7/21(日）• 31(水）- 8/4(0)-180)-25(0) 13:00〜15:00 

♦じっくり話したい方は.「個別相談会」東京法科学院本部校舎(北区中里)にて 
•月〜金の都合のよい時間にどうぞ(先生とお話しできますので雜前にTEL予約して下さい) 

お申込み-お問合せは:下言己のお交？きな方5去で（フリ——ダイヤノレは:携帯力'らも可） 

兩0120-31-3688窠黃法科学院， 
[e-^-juiinfo@tokyo-nissin.ac.jp f 114-0015東京都北区中里2-28-10 
【ホームページ】www.tokyo-nissin.ac.jp • jr山手線[駒込駅u東口） •地下鉄南北線〖駒込刺(3番出口）より徒歩3分 
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ロツキードマーチンF-35。当初' アメリカの3軍とイギリス海 
軍、空軍の次期戦闘機を開発する計画であったが、ここにき 
てカナダ、デンマーク、オランダ、ノルウ！:〜も計画に参加する 
ことが決定。M6やF/A-18の後継機として各国に採用され 
ることになれば、総生産機数は4000機を超えると予想される。 
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PMRFでスタンダード•ミサイルSM-2を 
発射する護衛艦「きりしま」。この日、F- 
16Cから発射されたAQM-37Cと地上 
から発射されたBQW74Eを撃墜した 

写真と文-柿谷哲也 

Photos and Text： Tetsuya Kakitam RIMPAC 02 

動は洋上での集合記念撮影とセミナ 
1、レセプションなどにすぎない。 

実弾発射訓練が行われるパシフィツ 
ク•ミサイル，レンジ*ファシリー(PN 

RF)にはミサイルや魚雷の評価施設 
があり、ハープーンやスタンダード，ミ 

サイルのよぅな射祝の長いミサイルを 
地上のレーダーで追尾し、評価する 

施設がある。また水中には魚雷用の 
センサーがあり、追尾し、データを地 

上施設で解析•評価する。 
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が参加。海ヒ自衛隊にとっては12回 

目のリムパックとなったC〗般的にリ 

ムパックは多国間合同演習と捉えら 
れているが、海U自衛隊はアメリカ軍 

としか演練できない。海上自衛隊と 

アメリカ海軍はバィラテラル‘フォ1ス 
(BIF)を編成し、演習期問の前半 

を魚雷発射訓練、対空ミサイル発射 

訓練などの実射訓練を実施し、後Mi 

よBIFをふたつに分け、対抗戰形式 
で訓練した。他の参加国との共同行 繼 

太平洋沿岸諸国海軍が参加する 
リムパック演習がアメリカ*ハワイ近海 

で始まった。 
海上自衛隊は年次派求訓練とし 

て、馆1護衛隊群司令篠原俊海将補 
を指揮官として護衛艦「むらさめ」、 

「いかづち」、「はまぎり」、「きりしま」、 
潜水艦部隊なつしぉ艦提高岛辰彦2 

佐を指.揮官とする潜水^I"なつしお」、 
第6航空隊司令石川喜代次1佐を 

指1;官とするp-3cmLl戒機8機ガ 

参加、今冋は、インド洋派遣部隊の口 
1テーシヨンの関係もあり、護衛艦の 

数が半数になり、ヘリコブタ1搭載型 
護衛艦DDTも参加しなかったため 

に、SH-g Jは汎用護衛艦DDに搭 
載された3機が参加したにすぎなか 

った。しかしその分"訓練の充実度 
があったといえる。各派米部隊はさ 

きにアメリカ本土LJ海岸での訓練を 
終えてからリムパックに参加した。 

1971年に始まり今平で0^|^11 

を数えたリムパックも、今冋は過去 
最多の参加国、日本、アメリカ、カナ 

ダ、韓国、オーストラリア、イギリス、 
チリ、そして初参加のペルーの8力^一一 



隳衛艦「はまぎりjから発射されるシ 
-スバロ—きり型諝衛艦のシース 
パローは後部甲板のランチャーが 
卽紫方向に回転しTから発射される 

1 

mm 
ベ 1.:ど々 v: 

母艦がィンド洋での作戦などの影■ 
でリムパックに参加せず、またオース 

トラリア海軍水上艦と搭載される艦 

載機、カナダ国防軍のへリコブタ1搭 

載艦が一切参加しないという異常事 

搭載されていると思われ、また初参 

加のペルー海軍はフリゲート*モンテロ 
には03111-30か八3212が搭載 

されている。 
今年は参加国は最多だが、参加艦 

艇約邪隻、航空機4機ともっとも規 

模が小さいリムパックとなってしまっ 
た。今後の動向が気になるところだ 

が、「今冋の演習後に検討すべき事項 
である」とMNF部隊の指揮官の一人 

であるCCDG-5のエドワーズ准将 

は、今回が最後のリムパックになるこ 
とを•否定も肯定もしなかった。 

態になった。 
航空部隊ではアメリヵ 

轉海軍がVp-4\9\2の 
• > P-3C、海兵隊が強製揚 

紅卿陸艦に搭載されるCH- 

減0|21、才1ストラリァ空軍 
が2機のQqの？3C、 

M空ヵナダ 

13rot国防軍 
ぎ節が2機 

の407sqcp i 

40、韓国海軍が6 
13SCの P-3C を1 

機と駆逐艦ヤマンチ 
ユに搭載の627Q 

のリンクスMk99を1 

機派遣した。4回 

回の参加で常連国 
といえるよぅになつ 

たチリ海軍は例年 
と-一口じフ^ケ*—卜. 

リンチが参加してい 
る。これにはおそら 

くNAs332Cが 

::r ... 
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PMRFのバーキングサンズ基 
地にはアメリヵ海軍のRO12F 

管制機、UH-3Hドロ J\回収 
機が配備され、今回は演習のた 

めに2機のアメリカ空軍FI16C 

が展開、護衛艦「きりしま」か 

ら発射されるスタンダード_ミサ 
ィルSM™2に対する夕^—ゲット 

サービスとしてAQM-37Cハィス 
ピード■ドローン発射母機を担当 

した。カネオへにあるアメリカ海 
典隊ハワィ基地MCBHに展開 

した海上自衛隊P-3C部隊は、 

近海でASW訓練やPMRFレン 

施、一方、護衛艦に搭載された 
3機のSH-60Jは各機とも魚 

雷発射訓練を実施した。 
方' マルチ.ナショナル.フォ^— 

ス(NMF)はアメリカ海軍の航空 



垂直尾翼前縁には後退角が与 
えられ、方向舵（ラダー)下部は 
昇降舵(エレべーター)と千渉しな 
いように切り欠きが設けられてい 
る。また、胴体下部にはUHFと 
VHFのアンテナが確認できる 富士重工■新初等練習機公開 

バイロットを養成する 
写真=鈴崎利 
文=編集部 

キヤノビーはT-3と変わらないが、 
最近のパイロットは体格が昔に比 
ベて向上(大きくなっている)してい 
るためコクピット内部は拡大されて 
いる。また、コクピット後方の胴体 
内部には冷房装置も搭載される 

新練習m場!！ 
航空自衛隊のパイロットが一番最初に搭乘し訓練を行うのがT-3練習機である。 
このT-3も導入以来20年が経過し、数年前からは後継機の選定が始まっていたが、 
平成12苹9月には富士重工のT-3改がその後継機に決定、製造が開始された。 
そしてこのたび、エンジンがターボプロップ化されるなど、 
従来のT-3から格段に進化した新初等練習機T-3改が公開された。 

/n 

6月2Q日、栃木県宇都宮市にある 

富士重工航空宇宙カンパニ！南工場 
で航空自衛隊の次期初等練習機の一 

号機が報道陣に公開された。M機は 
航空内衛隊の初級操縦課程で訓練 

に使用されるもので、現在使用され 
ているT-3の後継機となるものであ 

る。 
今回公開された1疗機(g-590 

1は、平成12年In月に発注された 
C-1契約2機のぅちの1機で、平成 

32001年4月に部品の製造が 

開始され、同年n=:k日からは機体 
の組み立て作業がスタートし、今年 

6月2日に無事ラインオフとなつた。 
同機は整備、地上試験の後、7月 

には飛行試験を開始し、9月未まで 
には2機が防衛庁に納入される予定 

で、S月頃から岐阜基地の飛行 

開発奥験団で実m試験を行ぅ計 
画となっている。 

現在のところ、正式の呼称は 
なく、富士重工ではT-3改型航 

空機と呼ばれているが、航空0衛 
隊ではT-7と呼称されるP定。 

ちなみに、T-5の後の機体はT- 
6にならないのか、とい、っ声もあ 



T-3改データ 
を全幅.. …1d04m 

姿全長….. • 8.59m 
4:全高-- …2-96m 

主翼面積•_••••• …-16.50m 

•最大離陸重量〃- …1,585kg 

」燃料搭載量• • ■ • • 
•エンジン. -…ロールス.ロイス250，B17F(ターボプロップ) 

*離昇出力 ■ -450shp 

•連続出力.* …380shp 

錄経済巡航速度 …161 kt (時速298km) 

最大巡航速度••- …203kt(時速376km) 

失速速度 •56kt(時速103km) 

るが、これはかつてT-Gテキサンがあ 

ったためと思われる。 
新初等練習機の最大の特徴はエン 

ジンがターボブロップ化されたことで、 

これに伴いT-3に比べて全長が約沼 
g撻くなったほか、垂鹿尾翼の而積 

も増大され前縁には後退角も付け 
られた。全長が仲びたのは、同じく 

エンジンを夕^ボプロップに換裝した 
夕1ボメンタ^—などにも見られるよ 

ぅに、レシプロエンジンに比べ重董の軽 
い夕^—ボプロップエンジンを搭載する 

場合、従来と変わらない重心位置を 
確保するため、より前方に配置しな 

ければならないからだ。また、これに 
よって減少した，/.定性を確保するた 

め、垂直尾與に後逝角を持たせ、而 
積も増大された。 

エンジンはロールス.ロイス250-B 

yF。出力は従来のレシプロエンジン 
に比べloo馬力超となっているので 

上界性能、巡航速度がT-3に比べ改 
善されている。この250-B7エンジ 

ンはもともとアリソン社製だったが、 
1.995华に11社がロールス•ロイス社 

に吸収合併されたことにより、口Iル 

ス.ロイス250-B7と呼ばれること 

になり、m在ではロールス.ロイス社が 

製造*販売を行なっている。ちなみに 
V自衛隊のT-5は250-ByD型 
を搭載している。 

また、アビオニクスや計器類はT3 

新は法認席ダ 
も0J航確後ム> 
のがはは 
力真ビFにス 
に写なU席ル 

Ms 
W,TTAU な5 

てつp h 〇、 
S篆K 

■しVC装でに 

#訓!?此席 

IIP 
から近代化が計られ、T-3には搭載 

されていなかったUHF無線機が追JI 

されている。なお、機体全体の部品は 
下3の約§%が共川できるといぅ。 

新初等練習機は、现中期防(200 

1〜2005年度)中に料機が予算 
発注される予定で、すでに平成2(2 

000年には2機、梨平成3200 

1)年には1機、平成42002年 
には0機が予算で計上されている。 

平成2年度発注分は今年9月に納 

人される$疋なので、来年‘再来年に 
は約0機が納入されるものと予想さ 

れる。航空，PI衛隊は最終的にはQ機 
の調達を計画している。 

この新初等練習機の導入に伴い 
T-3が退役するため、航空自衛隊か 

らはレシプロエンジン機が姿を消すこ 
とになる。これは意外なことだが、3 

自衛隊の中で一番最後となる。 

7 



りコプター(艦載型)SH-60K試作機引渡式 

■ 

S 

海上自衛隊の新しい哨成ヘリコブタ 
ISH-AKSH-nJ 改)の納入式が 

6月4日、愛知県の三菱重工•小牧 
南工場で行なわれた。平成9年度か 

ら始まった機体製作は咋年8月には 
完成し、ロールアゥト後は社内試験 

が実施されていたが(初飛行は平成 
9年8月7日に記録している)、この 

たびよぅやく海上向衛隊•技術研究 
本部に納入された。<7回納入された 

のは1号機と2号機の2機で、現在 
は試作機の段階のため、部内ではX 

SH-QKと呼んでいる。 
sT-nKは、現在使lされているS 

H-QJをべースにして対潸能力(高 
性能ソナーの搭載)や艦隊運用を考 

虛した装備の充実をはかったもので、 

キヤビンの拡火(長さで約om高さ 
約^0や機首の延畏、メィン.ローター 

の形状変更等が行なわれている。メ 

8 
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内白一 
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納機は 
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垂直安定板にはESMのアンテナが装備されている 

SH-60K諸元 
•雜. …3.3m(折りたたみ時〉 
1全長 …19,8m(ロタaむ)、13.2m(折りたたみ時) 
•全高…•ニニ… ■ • :5,4m(テイルローター含む:)※4,2m(折りたたみ時） 
さメインローター^直径 ■ *.16.4m (折りたたみ可能） 
•テイルローター直径•- _3.4nri(折りたたみ可能）_ 
エンシン. *••7700-401CX2基 

•設計最大重量• + _ • •万4000ポンド(1万872ka)^_ 

今回の引き渡じ？は2号機も引き渡された。1号機と異なり、標準ピトー管が装備されていない 

n ' :-11L, 

"• ■if；j 'ijf；111/,. 

一一 

卜:n' 

w^m 
: 

:- 

このたび海上自衛隊に納入されたSH- 
60Kの1号機。納入後は厚木航空基地 
の第51航空隊の所属機となり、厚木航 
空基地で技術/実用試験が行なわれる 

テイルフーム脇には自衛用としてチャフ•フレアのテVスペンサーが装備されている 

ィンローターは翼端に後退角とt半 
角、下半角が合わせて設けられる独 

特の形状で、重量増加に伴い、ロータ 
Iの効率を高めている。操縦席の計器 

板もカラ^—表示のできるグラスコクピ 
ットが6基並び、着艦誘導装置や戦 

術情報処理表示装置も搭載された。 
2機のSH-QKは納入式後、厚木 

航空基地の第]航空隊に配備され、 
平成0年度中まで技術\実用試験を 

行った後、護衛艦隊で運用される予 
定である。 

9 

SH-60Kの最も特徴的とし、える、複雑な形状をしたメインロー 
夕一。翼端には上半角と下半角、そじr後退角が付いている 



木々の間に隠れながら目標に接近する第2対戦車ヘリ 
コプター險(八戸)のAH-1S。攻撃ヘリ本来の姿とい 
うのか、飛行場で見るのとは違った迫力に圧倒される 

10 

写真と文=鈴崎利治 
翻:=伊藤博志、新妻伸, ぬ11織? 

陸上自衛隊東北方面隊 平成14年度総合戦闘射撃訓練展示 
進入してくるAH-1S。ヘリの撮影チャンス 
が多いのがうれしぐ300ミリ以上のレン 
ズがあれば様々なアングルで撮影できる 

6月2日{日}、宮城県大和町の王 

城寺原演習場で束北方面隊の総合 
射撃訓練が公開された。これは第6 

師団の部隊を中心とした実弾射撃 
で、fc通科部隊を基幹とした諸職棟 

部隊問の射撃や機動の連携を向上さ 
せ、さらに一般公開することで陸自 

に対する理解を深めてもらぅのを目 
的としている。陸自の実弾射撃とい 

えば毎年91の東富士演習場での総 

合火力演習が有名で、それに比べる 
と規模は小さくなるが、実弾射撃を 

公開している例はほとんど無く、そ 
れだけに貴重な機会といえるだろ、っ。 

一般公開するのは今年で3回nとあ 

って、地元だけでなく東北以外から 
も遠征するファンも多くなっている。 

基幹となる普通科速隊は持ち回 
りで、今年は第料普通科速隊(福鳥) 

が担当し、参加人員約300名、車 
両約100輛、航空機C機(ATis 

5機、oT-6rJ2機、UHiH\J 

4機、CJI7*> 2機、FI4E-一改2 

機)と咋年より規模は少し縮小され 
ている。 

射®訓練は前段と後段に分かれ、 
前段は小銃からミサィル、戦車、対 

戦車ヘリなど各種装備の射撃を行ぅ 
機能別射擊訓練、後段は敵陣地を 

様々な火力で制圧するシナリオ型射 
撃訓練が披露された。前段は午前Q 

時A分から約A分、後段は午前J時 
A分から約0分かかるので、午前中 

で射擊訓練は終了する。 
王城寺原演習場は東两約^1、南 

北約3Jの細長い演習場で、平地は 
少なく起伏に富んだ地形となってい 

る。^^^〗Q-は |玉一見^^と|>,ばれる.■aA口 

に設置されているので、演習場の標的 



TOW対戦車ミサイルを発射するAHMS。見づら 
いが3機が低空でホバリングしている。周囲の 
植生にとけこむAhM Sの迷彩効果がよくわかる 

光:___ 

；'： 
第1ヘリコプター団のCH-47J 
が高機動車をスリングする 

一^- 

昨年に続いて空自の第8飛行隊(三沢基地)のF-4EJ改2機が支援爆 
撃のため参加した。演習場の都合で実際に爆撃するわけにはいかず 
低空パスのみだが、昨年に比べると高度が高かったのが残念だ 

卜る現 ろ 
たな時来う。 
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1 ^ 1- J開る 
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すばやくB1mm迫撃砲L16を組み立て、砲弾をこ前段訓練の射撃の説明では、それぞれの火器を観覧席の前で見せ 
めるデモを行彌員 てか谢撃を行うなど、非常にわかりやすし橺成だった。写真は84mm 

無反動砲の説明で伏せ撃ちを披露する第44普通科連隊の隊員 

、ふ飞 

m 

確 
盛 
は 
か 
な 

と 
い 
え 
る 
だ 

対戦車誘導弾の射撃は総火演と違って真後ろから見ることができる。小さくて少々わかりづら 
いが、79式対戦車誘導弾の発射の瞬間 

靈^^^! 

を'^することができる。訓練は演 
習場の地形をぅまく生かしていて、 

その高低差を利用して山肌を縫ぅよ 
、っに飛ぶヘリコプターは観藍席よりも 

下、つまり目^より下をIぶことも 

よ、っ匍匍飛行するへリコプタ1はヘリ 

本来の姿ともいえ、飛行場ではなか 
なか見ることができない。写真派のフ 

アンにはこの機動を撮るだけでも、足 
を運ぶ価値が十分あるといえるだろ 

う。戦車などの射撃は少々遠いが、へ 

リの機動は300ミリ以上のレンズで 
撖影が可能で、500ミリ以上なら 

なおよい。ちなみに今回の写真はほ 
とんど500ミリのレンズで撮影して 

いる。 

射撃訓練は2式地雷原処理車が 
発射機の故障でロケット 

弾の発射を中止した以 
外はほぼ予定通りに行 

われた。当日はやや風 
が強かったものの好天に 

恵まれ、29143人が訓 

練を見学した。そのぅち約0050人 

が一般公募にょる見学者で、事前に 
東北方面隊や地速のホームぺージな 

どで告知され、往復はがきで中し込 
みを受け付けている。気になる倍率 

は3倍程度なので、総合火力演習ょ 
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ウイングウオークで観客へ挨拶する第403飛行隊のC- 

特別塗装のC-1が 
航空自衛隊 
美保基地航空祭 
写真と文=中村諭 今年も登場 

.丄し 

展示飛行で使用したT-400が 
並ぶD後ろにそびえるのは初漫 

獲. 

1 

: ； 

輝::〉二•::彳… p;沿:..'-.…，， 
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• _ 

築城基地より飛来U展示飛行を実施する第304男 
15丄機動飛行も披®した 

■ m米棚®地ふ177!¢术レ、/K/J 

mm isj。機動飛行も披露した 

ファン■ブレークで会場正面 
を旋回するブルーインパルス 

12 

令，,:u.: . dベ-: 

T-3. T-5. 丁-4、T- 
400,自衛隊の練 
習機を並べて展示 

WkmM 

イベントレホート 

【地上展示機リストI 
(★は機内展示も実施） 
參航空自衛隊 
T，3(第12飛行教育団バ1-5539) 
T-4 (第304飛行隊/36-5707) 
T-400 (第41教育飛行隊/01-5060) 
★C-1(第403飛行隊/38-1003:特別塗装機） 
★C-130H (第401飛行 _85-1086) 
YS，11 P (第403飛行隊/62ィ153) 
E^2C (第601飛行隊/34-3452) 
U-125(飛行点検隊/39-3042) 
IM 25 A (航空救難団ノ52-3002) 
UH七OJ (小松救難隊/68-4564:救難展示実施） 
CH-47J (春日へリコプター空輪隊/07-4478) 
LM(総隊司令部飛行隊/75-3252) 
•陸上g衛隊 
(JH-1J (中部方面へリコプター隊/41857) 
OH-6D (第5対戦車へリコプター隊731277) 
AH-1S (第5対戦車ヘリコプター隊773417) 
_海上自衛隊 
MH-53E (第111航空隊/8627) 
P-3C (第7航空隊/5086) 
T-5 (苐201教育航空隊/6309) 
•海上保安庁 
「おしどり」BELL412EP/MH906 (JA906A) 

我 — 
蒙画 

'課r 

フアンのサインに応じる門間1尉 

【飛行展示機リスト】(実施順） 
*オーブこングフラ仆(3機種混合編隊)…C-1(68-1017)、YS-11、T-400 
• T-400X5編隊飛行(51-5058、41-5051、21-5061、51-5056、41-5052) 
• UH-60J救難展示(小松救難隊/68-4564) 
• F-1展示飛行(リモート)…第6飛行隊(00-8246、??-????) 
• F4EJ改展示飛行(リモート)+ “第301飛行隊(57,8360、87-8413) 
• F-15J展示飛行(リモート)…第304飛行隊(32-8821、22-8937)※併せて対空機関砲デモも実施 
• C-1(空挺降下:68-1017) 
• C-1X纖編隊飛行s 物置投下(78-1026、68-1020、58-1007, 58-1006、78-1024, 68-1016) 
.フルーインパルス(1番機:46-5730/大津3佐、2番機:46-5726/門間1尉、 

3番機:46-5731/村上2尉、4番機:66-5745/猪俣1尉、予備機:46,5728) 

青空いっぱいの6月9日(日)' 鳥 

取県にぁる航空自衛隊美保基地 

で航空祭が開催された。今年はブ 
ルーインパルスが2年ぶりの登場と 

なるため、朝から多くの観客が基 
地を訪れた(入場者数は約6万2 

◦ 〇〇人)。 

美保基地は輸送隊と教育隊で 
構成されており、実戦部隊の基地 

と比べると地味な印象がぁるが、 
今年も！一-400とC-1による華 

麗なフライトを披露した。また、築 
城、新田原の各基地からもF-1、 

F-4EJ改、F-EJの各2機が飛 

来し展示飛行を披露した。 
午後からはお待ちかねのブルーイ 

ンパルスが登場。現在は4機での演 

技のため、ゥォークダゥンは全体的 
にスロ—ぺ—スで進められた。展示 

施今だ飛行では、デルタ編隊の演技がフイ 
枭小_ンガ—チップ編隊となっていた。演 

繼g■技終了後は美保基地恒例のサイン 

m航加会が行なわれ、帰投が翌日のため、 
■ぶ各パイロットはじっくりと時間をか 

料媒朽けてサインに応じていた。 
今し#t 
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r空の格圜載」。そのすべてを検 



ボーイングF/A-18A~F 
永一永ッ写寘右） 
F/A-18は、余りにも高爾こなり過ぎ，F-M 
を補完できる制空能力を特ち、旧式化した 
F-4、A-7の攻撃任務をも代替できるマルチ 
口ールファイターとされた0その後 
冷戦解消、ソ連崩壊によりF-14のような高度 
な艦隊防空能力は必要性が薄れ、比較的安 
価で多用途に使えるF/A-18が空母航空部隊 
の主戦力.と見なされることとなった^。この結 
果、今日多くのGVW(空母航空団)には3個 
のF/A-18AまたはC飛行隊が配備され、F-14 
飛行隊は少数の例外を除き1個のみとなって 
い免。現在海軍は、大幅に高性能化された 

ドF/A-18E/F没配備を進め、F-t4に交代させつ 
つある：F/A-18BFはA〜D型％でのホーネ 
ットのペイロード/レンジが充分なものではな 
かったため、機体を大型化(胴体86cm延長、 
翼面積25%増大）してエンジンを強化したモ 
デルで、空力上の改良も行なわれた。目立 
つ外見上の相違としては、インテークが#[め 
下方に開口した長方形となったこと、主翼の 
LEX(前縁ストレーキ）が大型化され、主翼前 
縁にドッグッースが追加されたことなどだ。 
アビオニクスはC/D後期型とほとんど変わら 
ず、兵装の種類も同じだが、最大搭載量は、 
約7トンから8トンに増加した。LEX大型化な 
どのため高AOA (迎え角)特性は向上したが、 
機体の大型化により敏捷性が^;下したとさ 
れ、ドッグファイト能力はC/D後期型と固等 
mいくらか劣ると伝えられる。 

ノースロップグラマン 
F-14トムキャット(写真左） 

F-14Aトムキャットは、厳しい東西冷戦を背 
景に1970年代初めに誕生したFAD (艦隊防 
空戦闘機）である0空母機動部隊は巨大な 
破壊力をあらゆる地点に展開できるという他 
にはない特徴を有するが、空からの攻撃に 
は脆弱といってよい。60〜70年代ソ連は長 
距離ミサイルを多数積んだ戦闘艦、潜水艦 
や様々な種類の空対艦ミサイルを装備した 
長距離爆撃機を多数配備し、また戦闘機も_ 
マッハ3を出すMiG-25を始めとして高性能機 
の部隊配備を続けていた。当時の米海軍の 
最大の悩みは、こうしたソ連の攻撃力が八方 
から空母部隊に襲い掛かってきたと仮定した 
ら防ぐ方法はほとんど無いに等しいことで、 
このため海軍は強力なFAD戦闘機の取得に 
懸命に取り組むことになった。まずヒューズ 
が開発した射程200km以上というAIM-54フ 
エニックスと6目標同時追尾•誘導可能とい 
うレーダーFGS(射撃管制装置)AWG-9とい 
う高度なウエボンシステムが開発され、これ_ 
を搭載したF-111Bが開発されたが失敗に終 
わり、新たに海軍独自のF-14Aが開発される 
ことになった。M4Aは、長大な航続力、高 
速ダッシュカ、着艦のための良好な低速特 
性、ドッグファイト能力などを同時に達成す 
るためVG翼を採用したのが最大の特徴だ。％ 
トムキャットは遠距離の敵に対してはAIM-54， 
それをくぐり抜けた敵に対してはAHVI-7スパ 
口一、AIIVI-120AMRAAM中距離ミサイルで 
迎撃、接近戦になればAIM-9サイドワインダ 
一短S巨離ミサイルとバルカン砲を武器に、高 
度なマニューバラビリティによりいかなる敵 
をも圧佳することが可有巨だ。なおF-14B/Dは 
エンジン強化型で、D型はそれに加えてデジ 
タル化されて能力の向上したAPG-71FCS 
を搭載している。またFAD専門だったトムも 
冷戦崩壊後は対地攻撃能力を与えられ、多 
用途化が図られている。 

麝 ^ 4 



写真(特記以外)◎徳永克彦 
写真解説0松崎豊一 



2泄紀、最新鋭機の'’ドッグファ仆”は 
と''りなっていくの方^ 

ドッグファイトとは「格闘戦」とも訳されるように、至近距離で敵機より 
優位な位置を占めようと空戦機動を行なうことをいい、 

犬の喧嘩のようにくるくる回ることから名付けられたものだ。 
しかし、レーダーや空対空ミサイルが発達した現代において、 

ドッグファイトは現実に起こりうるものなのだろうか？ここでは主に米軍の資料を元にして、 
r現代のドッグファイト」について考察してみた。 

文/石川潤一 

F-15は最強の空戦能力をもつエア•スーペリオリ 
ティ（航空優勢)戦闘機として開発された。1960年代 
アメリカ空軍はF-105、F-4といった高速と高度の電 
子装備、それに大きな兵装搭載量を誇る重戦闘機を 
ベトナムの戦線に投入した。ところがこれらは、軽快 
さだけが取り柄のMiG-17/19/21といった旧式ソ連戦 
闘機との空中戦で意外なほど苦戦を強いられたので 
ある。アメリカの戰關機はミサイルの発達とともにド 
ッグファイト能力を切り捨て、パイロットの空戦訓練 
も軽^?見される傾向にあったのだ。しかしベトナムや中 

•イングF_15イークル 
東戦争から得られた教訓は、ミサイル時代といえども 
有利なミサイル発射位置に付こうと思えば局い格闘 
戦能力が必要だということであった。そして敵機を駆 
逐し、完全な制空権を確保しなければ、自軍の爆撃 
や偵察作戦など全てが阻害されてしまうという事実も 
当然ながらはっきりした。そこで空軍は1965年にいか 
なる敵機をも圧倒できる制空能力を持った戦闘機の 
開発を決定し、その結果生まれたのがF-15であった。 
F-15の特徴は、大型機にもかかわらずチタン合金や 
複合材を使用して構造重量を減らし、機体重量を上 

回る双発大推カエンジンと大面積の主翼により、抜 
群のマニューバラビリティと上昇力、高速ダッシュ性 
能を得ていること、そして高度に自動化されたAPG- 
63 (後期型はAPG-70)レーダーFCSを搭載している 
ことだ。兵装は中射程ミサイルのA跡7/120、短射程 
ミサイルのAIM-9、及び20mmバルカン砲で、BVR(視 
程外距離)戦闘から近接戦まで高いリ-サリティを発 
す軍することができる。なおF15A、Cは単座、B、Dは 
複座制空戦闘機だが、最後に登場したF-15Eは複座 
の長距離彳曼攻戦闘攻撃機である。(写真/小栗義幸） 

二 ，へ::： 

:v鳴識3.響.| 

やI泠vィぺケ^鮮聲如へ-介:もぬ-冬し：：つレ-〆貧；'^^キ^^ 

みマ••:V野ぐヨ掉ャか，;^故％0，ジ•で:，嫂ぬ卜 

米軍カウンターエアミッシヨンの 
中のドッグファィト 

「BVR」といぅ軍事用語がある。「ビ 
ヨンド■ビジュアル•レンジ」、つまり人が 

0視できる距離の外とい、2息味で"現代 
の空対空戦闘のほとんどがBVR®-境で 

行なわれている。空対空戦闘は、米国防 

総省いぅところのカウンタ1エア(対空) 

ミッションのひとつで、@圆機などの航空 
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F-16は、ベトナムでの経験や空軍内に根強か 
った軽戦闘機待望論が発端となって1972年に立 
案されたLWF (軽量戦闘機、後にACF/空戦戦闘 
機）計画により誕生した。LWFはゼネラル•ダイ 
ナミックス（後にロッキードが買収）YF-16とノー 
スロップYF-17の競争試作となったが、1975年に 
YF-16の採用が決まった。空軍はすでにF-15配 
備を進めていたが、非常に高価となったため取得 
数が減り、それを補完する機体として、また旧式 
化しつつあったF-4、A-7を代替する戦術戦闘機 

としてF-16を選定したのである。F-16の特徴は、 
CCV (操縦性優先形態）、RSS (静安定性弱化）を 
取り入れた機体形状に、コンピューター制御の 
FBW (フライバイワイヤ）を組み合わせるという 
当時最新の技術を採用して鋭い操舵反応とダッ 
シュカを得たこと、ストレーキ付きの翼端切り落 
とし丁1ルタ翼に自動制御可変キャンバーシステ 
ムを組み合わせて高度なマニューバラビリティを 
得たこと、ブレンデッド•ウイング_ボディ採用に 
より重量/杭力減少、機内容積増加を図ったこと、 

高AOAや横滑りにも強い下面インテーク、耐Q性 
の高い30度傾斜パイロットシートやサイドスティ 
ックコントロールの採用などである。そして部品 
共通化や機体のモジュラー化などにより徹底的な 
コスト削減が行なわれた結果、小型軽量で低価 
格にもかかわらず、高度な格闘戦性能と対地支 
援能力を併せ持つ高性能戦闘機が誕生した。ァ 
メリカだけでなく約20力国に採用されて総生産数 
5,000機を超えるベストセラーとなっている。（写 
真/ロッキードマーチン） 

建潑奪 

^ 一‘'〜., 

I 藤: こ..:.を，j：：.p 

.二:.::.,:—二 

ロツキ1—ドマーチンF-16ファイテインヴファルコン 
機によって実施されるものをい、っ。カウ 

ンタ—エアにはこのほか、地対空ミサイ 

ルや対空砲などによる防空も含まれる 
が、このようなデイフェンシブ(防御的)力 

ウンターエア(DCA)ミッションでドッグ 
ファイトが行なわれるJ能性は低い。 
現代の航空戦では、ドッグファイトは 

偶発的に起きることがほとんどで、その 
可能性が高いのは戦域オフェンシブ(攻喂 

的)カウンターエア(OCA)においてであ 
る。OCAミッションにもいろいろあるが、 

戦M機が行なう主なものはエアエスコ^— 

卜(航空護衛)とCAP (戦關空中哨戒) 
だが、この場合も敵機の動きはAWAC 

S (空中普戒赞制機)が完全に把握し、 
並口通ならドッグファイトに発展すること 

はない。 
戦！一機はAWACSの指示に従って敵 

機を抓捉、AIM I 7スパロ'~々AIM_ 

120 AMR A AMなどのBVRミサイル 
を発射、撃墜する。これを射ちもらした 

場合、：^祝圈内に人ってきた敵機に対し 

てU射利の八了1.9サイドワインダ'~ 
が発射される。初期の熱線迨_式空対 

空ミサイルは、敵機の後方にP1り込み、 

エンジン排気nにロックオンできないと命 
中しなかった。しかし、最近のミサイル 

はヘッドオン(対進)状態でも撃墜可能 
で、サイドワインダー使用がすなわちド 

ッグファイトということにはならない。 

最新の空対空ミサイルについては後で 
紹介するが、これだけ何段階ものバリア 

1を突破できた敵機にのみ、ドッグファ 
イトのチヤンスが与えられることにな 

る。しかし、冷戦構造崩壊後の戰争は、 
地域紛争にアメリカを^-心とするス^—パ 

1パワーが介入する形がほとんどで、戦 
力盖があまりにも大きく、ドッグファイ 

卜どころか、空対^戦闘すら起きにくい 

空対空戦閫は開戦から数HUで終結、 
U地的な航空優勢を確保した後は飛行 
場への徹底した攻擊を継続、最終的には 

絶対的航空優勢、いわゆる制空権を得る 
というのが、最近の航空作戦のパターン 

である。アフガニスタンにおけるエンデュ 
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Su-27は実用化されている中では最 
も高いマニューバラビリティを誇る戦 
闘機である。本機のプロトタイプT-10 
の初飛行が1977年であることから見て、 
アメリカがF-14、F-15を開発したのに 
対応して、それらをしのぐ高性能と機動 
性を目指して開発されたことは明らか 
だ。Su-27のエンジン*リューリカAレ31 
夕ーボファンのAB推力は12トンクラス 
で、これはF-15のF100より約20%強力 
であり、F-22のF119にほぼ等しい。し 
かも各地のエアショーのデモ飛行で見 
られるようにどんな無理な体勢になっ 
てもフレームアウトを起こさないという 
強みを持っている。またSu-27のファザ 
トロンN-001レーダーFCSは機首の太 
さから相当高能力（一説には探知距離 
240km以上)と見られており、この面で 
も欧米機に負けていない。兵装は、固 
定武装として30mm機関砲を搭載する 
他、10ヶ所のハードポイントにバラエ 
ティに富んだミサイルを搭載する。代 
表的なのは中射程セミアクティブ•レ 
-ダー•ホーミング式のR-27、短射程 
R-73だが、R-73は欧米より先にオフボ 
アサ仆発射を実用化した赤外線ホー 
ミングAAMである。こうして見てくると 
Su-27はステルス彳生がほとんど考慮さ 
れていないことを除けば現在トップク 
ラスの戦闘能力を備える戦闘機であ 
ることに間違いない。スホーイ設言十局 
ではSu-27の発達型多数を開発_提案 
しているが財政難のロシア軍自身に採 
用されたものは少数に止まり、中国、 
インドなどへの輪出が活発化している。 
発達型としてはカナードや推力偏向ノ 
ズルを追加して更に高度の機_か性を追 
及したモデル、空母搭載型、タンデム 
複座の長距離迎撃機、並列複座の長 
距離攻撃機型などがある。 

.—リング.フリ^ —ダム作戦はその極端な 

例で、空対空戦闘は一度として行なわ 
れていない。しかし、例外もある。 

政治的理由などで、敵国内あるいは周 
辺の友好国に聖域が設けられた場合、 

敵の航空戦力が温存され、散発的な空 
対空戦關が続くことがある。ボスニア. 

ヘルツェゴビナをめぐるデイナイ*フラィト 
作戦などがその好例で、絶対的航空優 

勢が確保できなかったため、^^軍のF 

-gが敵の地対空ミサイルに撃墜され 

る事件が起きている 
アメリカのK倒的優位は、ステルス機 

であるF -2ラプターやF - s JSFな 

どの登場によってさらに開くはずだ。敵 
機はレーダ^~で米^機を探知できないう 

う。これでは、ドッグファイトなど夢のよ 

うな話だ。しかし、さらに時^^が進み、 
敵味方が共にステルス機を運用するよう 

になったら、事情は変わるかもしれない。 
すなわち、互いにレーダーで探知でき 

ないままに急接近し、双方とも意図しな 
いうちにドッグファイトへ発展する可能 

性があるからだ。もしそのような状況 

になれば、ステルス性など関5^ない。戦 
關機としての能力、搭載兵器の性能、そ 

してパイロットの腕が勝敗を左右するこ 
とになる。 

現代空戦で求められる 
戦闘機の能力とは 

このように、1此紀の航货戦において 
も、ドッグファイトが行なわれる可能性 

はゼロではない。特に敵味方の戦力恙が 
小さい場合は、その可能性はさらに高ま 

る。例えばカシミ^~ル地方を巡るインド 
とパキスタンの対立において、インド空軍 

のMIG -9とパキスタン空軍のF -0 

Aがドッグファイトを行なっても、何ら不 
思議はない。 

その、起きるかもしれないドッグファ 

イトに備えるためには、戦^^の空！ 
力向上が最もi要だ。別項と多少重複 

するかもしれないが、空戦において戦闘 
機に求められる3つの性能が、ロール(横 

転)、夕^~~ン(旋回)、アクセレレ^~ション 
(加速)である。 

ドッグファイトにおいて最も宽要なフ 
ァクタ*—が、エネルギ^~~であることはいう 

までもないだろ、っ。エネルギーとは速度 
エネルギ1+古间度エネルギIのことで、こ 

のエネルギーを維持しつつ空戦機動を続 

けるためには、11した諸性能の善し悪 
しが鍵となる。このうち、旋回性能や加 

速性能が空戦に不可欠なことは誰にも 
分かることだが、横転能力の高さ、いわ 
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F22は、競争設計されたノースロップグラマ 
ンYF-23を破って空軍次期主力戦闘機の座を勝 
ち取ったエア*ドミナンス（航空支配）ファイター 
である。長らく世界最強を誇ったF-15の後継機 
であり、現在テストフライトが続けられているが、 
すでにLRIP (低率初期生産）の予算が承認され 
ているため部隊配備もそう遠い話ではない。卜 
22の最大の特徴は、ステルス性と超音速巡航 
(アフターバーナーなしで超音速を維持）能力を 
持ち、しかも低速から超音速域まで優れたマニ 

ューバラビリティを発揮できることだ。本機の先 
進性は「先に発見、先に攻撃、先に撃墜」という 
キャッチフレーズで表されているが、これはステ 
ルス性と超音速巡航によって敵からは発見され 
にくく、LPI (探知され難い）機能を持ったAPAR 

(アクティブ.フェイズドアレイ.レーダー）APG- 
77により遠S巨離から敵を探知し、AIM-120など 
の巳VRミサイルでいち早く撃墜してしまうことを 
意味している。また接近戦に入ったとしても2次 
元（上下）偏向ノズル、大きな余剰推力と可変キ 

ヤンバー機構を備えた大面積の主翼による抜群 
の機動性を発揮し、オフボアサイト発射可能な 
次世代サイドワインダー、バルカン砲などを使っ 
て圧倒的な戦いを展開できるのだ。本機の兵装 
はステルス性を維持するため、全て内部搭載と 
なっているのが特徴で、胴体下面のウIボンべ 
イにはAlfvM20CX6、または450kgGBU-32 
JDAMX2を、胴体両側面のミサイルベイには 
AIM-9を各1基ずつ搭載することができる。（写 
真/ロッキードマーチン） 

ーイングF-22ラブター ロツキードマーチン• 

ゆる口 —ル率も重要な要素た： 
例えば敵機を追塔して才^~...ハ.~シュ^— 

卜(追い越し)してしまいそうな時、バレ 
ルロ^—ルによって、エネルギーを減らさず.、 

しかも敵機をLOS (照準線)に入れた 

まま減速できる。ちよっと分かりにくい 
かもしれないが、同じ距離を移動する場 

合でも、直線飛行に比べてバレルロール 

した分、到達時間は遅くなるわけで、夕 
イミングをずらすことができる。また、 

その他の空戦機動でも、ロール率の悪い 
機体は当然、動きが散漫になって相手を 

優位にしてしまう。 
空戦においては、敵機の方位(アスぺク 

卜角)、2機の方位の交差角(アングルオ 

フ)、そして距離を知ることが重要で、ア 
スペクト角とアングルオフが一致すれば 

真正面に敵機がいることになる。この状 
態で追尾を続けることを、ピュアパーシュ 

1卜とい、っ。しかし、ドツグファイトで使 
える兵器は短射程空対空ミサイルか機 

関砲(機銃)だけなので、ピュアパーシュー 
卜が必ずしも絶好の位置というわけで 

はない。 
例えば機e砲を射つためには、敵機の 

4^4^に機首を，1[けるリ1Kハ1シュ1 
卜が必要だ。またエネルギーを失うよう 

な無珊な旋回をすることなく、敵機の後 
方に回り込むためには、やや後方に機首 

•^PJけるラグ。ハIシュ^~卜が的である。 
このように、エネルギ^―を管理しつつ、 

敵機の後方にある死角、ヴァルネラブル_ 
コーンに入り込むことができるかが、古 

今東西を問わないドッグファイトの極意 
であろう。 

ヴァルネラブル•コーン、「脆弱な円錐」 
というのは、機体の後方にできる最も危 

険なエリアで、ここに入り込み、パーシュ 
1卜できれば、撃墜の可能性はかなり高 

まる。コーンといっても、それは目に見え 
るものではなく、，：IH機や敵機の性能や飛 

行状態、搭載兵器の性能などによっても 

変化する。つまり、ヴァルネラブル*コ^~ン 
の奪い合いこそがドッグファイトなのだ。 

まあ、ここまでは0世紀の空の戦いで 
も繰り返されてきたことだが、]世紀の 
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長期にわたって武装中立国家体制を維持しているスウェーデン 
は、今日も戦闘機の自国開発を続けている数少ない国の一つだ。 
そのスウエーデンはカナードつきデルタ翼の先駆者として70年代 
にビゲンを配備したが、その後継機として開発されたのがこのグ 
リペンである。グリペンは現代の最新戦闘機としては最も軽量小 
型の機体で、ビゲンや軽戦の代表のF-16と較べても総重量、エ 
ンジン推力とも3分の2程度に抑えられている。これはスウェーデ 
ン独自の作戦要求に絞り込んだ機体とすることで、近年莫大な 
金額を必要とするようになった戦闘機の開発、生産、維持など全 
てのコストを引き下げる狙いがあるためだ。またビゲンの場合は 
用途に合わせた5つのモデルが作られたが、グリペンは単座と複 
座型があるだけで、装備の変更により多用途に使えるようにした 
のもコスト削減に役立っている。なおスウデン特有の高速道 
利用の離着陸だが、軽量のため使用可能な道路が増えるという 
メリットが生まれた反面、離着陸滑走距離の要求が500mから 
800mに緩和されたため離着陸可能道路の再整備が必要となっ 
た。兵装としては固定武装としてマウザーBK27 27mm砲1門を 
装備、ハードポイントは翼端を含め、小型機としては多めの8ヶ所 
を持ち、空対空ミサイルとしてはAIM-9しAIM-120,空対地/艦用 
としては自国製のRB15FやHR方式マべリック、DWS39デイスぺ 
ンサーなど多彩な兵装を誇る。外国空軍への売り込みも英BAe 

システムズと提携して積極的に展開されており、南アフリカ、チ 
ェコ、ハンガリー（リース）が発注を決めた他、ポーランドも交渉 
中だ。(写真/サーブ） 

サーブJAS39グリペン 
ドッグファィトにはどのような能力が必 

要とされるのだろうeまずは、コ^ —ナ^— 

速度を小さくするための大きめの主翼 
であろう。コ^~ナ^~速度というのは、エ 

ネルギーの減®が少ない飛行状態で最も 
小さな半径で旋回できる速度をいい、コ 

1ナー速度の小さい機体は、それだけ旋 
回性能に優れているということができ 

る。また、翁推力率の高い機体ほど空 

戦には有利なため、推力重量比が大き 
く、適正な揚抗比を持つ、つまりパワフル 

で抵抗の少ない機体が必要だ。さらに、 
加速、上昇、ロール/ピッチなどの諸性 

能、そして高G旋回を維持できる劈な 

ど、例を上げればきりがない。 
これらの性能の中で、比較的容易に実 

現できるのが余剩推力率を高めること 
で、F -巧ィーグル以降の第一線戦闘機 

はほとんどが、エンジン推力が機体重量 
を上回る、推力重量比一以上の機体に 

なっている。余剩推力率の高い機体は加 
速性能、上昇性能も良好であるが、夕一 

ン、 口 —ル、ピッチなどの機動性を高める 

ためには、新たな方策が必要になる。 
その代表的なものが、静安定の緩和な 

どによる機動性向上策で、これをさらに 

進めたものがいわゆるCCV(形態制御) 
機である。しかしCCVは今のところ、 

実験機の段階にとどまっている。もうひ 
とつがTVC (推力isii：制御)システムで、 

エンジン排気の方向を変えることで夕^— 

ン\ロール/ピッチ性能や離着陸性能を 
,pl上させる、_と^^できる。 

TVCによって旋回性能が向上する例 
としては、ハリア1STOVL(短距離離 

陸垂直着陸)機の例がよく知られている 
が、F -2フプタ' —やスホ^―イSU-%な 

どは、双発機の利点を生かし、左右の推 
カベクトルを変えることで、口^~ル斑高 

めたり、大迎え角のいわゆるポスト•スト 
.~ル機動を行なった^ることができる。 

しかし、例えばポスト*ストール機動 

が実際の空戦において、どのようなァド 
バンテ^ —ジを築くことができるのかはま 

だまだ研究段階にある。 

ドッグファイト■ミサイル 

戦1にあってはまだ試一^^誤の段階 
であるTVCだが、短射程空対空ミサイ 

ル、いわゆるドッグファイト.ミサイルで 
は、すでに不可欠なものとなっている。 

最初に採用したのはロシアのR -0(NA 

To名AA11ア^~チャ1)である。R — 

qの後端、排気ノズルにはガスダイナミ 
ック*スポイラ^~と呼ばれる小さなフィ 

ンが4枚取り付けられており、既存の空 
対空ミサイルより高い機動性が得られ 

るという。 
R -3のもうひとつの特徴は前部の複 
雑なコントロール翼で、前部だけで三種 

類の小翼が付いている。最もシーヵー寄 
りの最前部には、後退角を持つ小さな矩 

形の可動翼があり、続いて長方形の固定 
翼、そして可動式のデルタ翼と並んでい 

る。加えて、後部の安定フィンも、後縁 
が可動式になっており、一説には肋〜印 

Gの旋回も可能という。 
*ゾ'~ヵーはもちろん、ボアサイト(直 

接照準)の範囲外の目標も攻撃できる才 
フボアサイト能力を持っており、さらに 

ヘルメット装着照準器との組み合わせに 
よって、機軸からg度の位置にいる敵機 
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ラフアーノレ 
1970年代後半、英独仏が計画していた 

次期戦闘機は基本形態がカナード付きデ 
ルタ翼で、要求性能も似通っていたこと 
から79年に共同開発の協議が開始された 
が、その後曲折を経てフランスは独自開 
発の道を選んだ。機体の規模や仕様の差 
もさることなが'ら、フランスはエンジンを 
含めて自国の航空産業存続のためにはあ 
る程度以上のワークシ1ァを確保する必 
要があったのだが；導入機数をベースとし 
た分担では必要量を確保できなかったの 
が主な原因だ。技術デモンストレーターの 
ラファールAは、彳荅載予定のスネクマM88 
が未完成だったためF404 (F/A-18のエン 
ジン:)双発で1988年に完成し、空軍型ラ 
ファールC原型は1991年5月に初飛行、海 
軍型のラファールMも12月12日に飛んだ。 
ユーロファイターに先行したラファールだ 
ったが仏政府も予算不足のため部隊配備 
は遅れ、2000年12月に海軍に対するM型 
の引渡しが開始された。海軍はシュペル 
エタンダールとクルーセイダーの老朽化 
が進んでいたため空軍より先に配備を受 
けたもので、ラファールB(複型）とCの 
空軍配備は2005年からとなる。なおB型は 
当初練習機型として計画されたが、後に対 
地攻撃能力強化型となり、G型より多く作 
られる予定だ。固定武装はDEFA30mm砲 

1門で、兵装ポイントは翼端を含めて14ヶ 
所という多数に上る。AAMとしては中射 
程のMICA (レーダー誘導のEMと赤外線 
誘導のIRがある）、短射程のR550マジッ 
クDを装備するが、マジックUはMICA-IR 
によって代替される予定。対地攻撃兵装 
としては、マトラBAeダイナミックス*アパ 
ッシュ滑走路破壊ミサイルやその発達型 
のSCALP-EGステルス巡航ミサイル、核 
攻撃用にはASMFAなどを搭載する。 

ミラージュは世界で最も大きな成 
功を収めたデルタ翼戦闘機である。 
最初のプロトタイプとなったミステ 
—ル•デルタ（後にミラージュI)が 
初飛行したのは1955年6月25日の 
ことであり、大型化されたミラージ 
ュ10原型は翌年11月17日に進空し 
た。ミラージュIIIは60年代を代表す 
るマッハ2クラス軽戦闘機となり、 
アビオニクスを簡易化して対地支 
援機としたミラージュ5/50を彳并せる 
と、仏空軍と世界10数力国に1,400 
機以上を販売し、中東戦争、印パ 
戦争などで空対空戦闘に強いこと 
を証明した。60年後半に完成した 
ミラージュF1はクリップドデルタの 
肩翼式で通常の尾翼を持つデザ 
インとなり、これも750機程度生産 
された。70年代末に登場したミラー 
ジュ2000は基本的に第一世代ミラ 
—ジュと同じデルタ翼型式だがて複 
合材などの新素材による軽量化、 
RSS (静安定弱化)とFBW導入、ブ 
レンデッド、ウイング•ボディや空戦 
フラップ、インテーク後方のボーテ 
ックスフィンなど空力的洗練を加 
え、併せて最新のエンジン、アビオ 
ニクスを搭載し、大幅な戦闘力強 
化と近代化を達成したモデル。も 
ともと低翼面荷重のデルタ翼に加 
えて空力的改良と推力重量比改善 
によりF-16などに劣らないマニュー 
バラビリティを獲得した。 単座全天 
候型の2000C、複座練習型の 
2000B、ミラージュIVを代替する複 
座核攻撃型(ASMP搭載)の2000N、 
通常攻撃型の2000D各型併せて仏 
空軍向け3_以上、輸出向けにも 
30«近く生産された。固定武装は 
DEFA30nnm砲2門、ハードポイント 
は計7ヶ所で中射程MMとしてはマ 
トラR530及びMICA,短射程ミサイ 
ルとしてはR550マジックnを搭載 
する。 

特集 

ラージュ2000 ,v , 

を擊墜できるといぅ。もちろん、フレア 

1などのIRCM (赤外線対抗策)への対 
策も講じられており、現用では独英共同 

開発のAIM- 132ASRAAMととも 
に、屋局峰の空対空ミサイルといえよう。 

R,73やASRAAMに一歩遅れた感 

モーター排気口にある4枚の^^irrij用 
ジェットべーンを作動、制御する。カナ^— 

ドがあるため外見的には既/のサィド 
ワィンダーと変わらない印象を受ける 

が、テイルコントロ ール式になったことが 
最大の想通点で、ステルス機のウエボンべ 

のあるアメリカだが、よぅやくサイドワ 
インダーの最新型、AIM - 9Xの納人が 

始まつた。AIM ■ 9Xは90度のオフボ 
アサイト能力を持つミサイルで、真横や 

真上、真下にいる敵機を攻撃できる。当 
初はカナ^—ドのない、テイルコントロール 

式のミサイルを検討したが、最終的には 
前部に固定式のデルタ形のカナード、後 

部に可動式のクリップドデルタ形の操縦 
フインというレイアウトになつた。 

弾体後部はCAS (制御作動セクシヨ 

ン)になつており、操縦フィンとロケット 

イ収容も考慮して、ヵナード、操縦フイ 
ンともかなり小さめに作られている。 

AIM - 9Xは90度のオフボアサイト 
攻撃が可能と圭日いたが、シーヵ^~の能力 

向上だけで実现できるものではない。R 
，乃の高性能もへルメット装着照準器に 

負ぅところが多いょぅに、炎H海—はボ 
1イングにJHMCS (統合へルメット装 

着キユーイングシステム)を発注している。 

JHMCS は HGU *55\p<fルメットに 
装着できるシステムで、バイザーに様々 

なデ^—夕を投射、そのデ^~夕をもとに目21 



JSF(統合攻撃戦闘機)計画は、アメリカ空/海軍、 
海兵隊、及びイギリス海軍(後に空軍も加わる）の次 
期戦彳街戰闘機を一つの基本エアフレームで開発する 
という史上最大の軍用機開発計画であった。アメリ 
力の全航空機メーカーと英BAeを巻き込んでの一大 
言館十コンペとなり、その中からボーイングとロッキー 
ドマーチンが選ばれて概念実証機X-32とル35各2機 
を製作、比較審査の結果ロッキードマーチン案が'採 
用となり、F-35として22機の開発•試験機が発注され 
た。内訳についてはまだ発表がないが、米空軍向け 

ツキードマーチンF-35 
の通常型F-35A、米海兵隊英空•海軍向けのSTOVL 

(短距離離陸•垂直着陸〉型F-35B、米海軍向けの艦 
上型RB5Cの原型となる汾重の試験機が製作されるこ 
とになる。F-35Aは現在のF-16、A-10を代替するも 
のとして1700機以上の調達が予定されており、性能 
と空戦能力はF-16と同等ながら、ステルス性の付与、 
戰闘行動半径拡大、電子装備強化が図られる。空軍 
が重視しているのは、敵側の対空防御が健在なファ 
—ストデイ■ストライク能力で、そのためステルス1生 

載能力は450kg級精密誘導爆弾X2とAAMX2で、他 
に固定武装として機関砲1門の装備が予定されてい 
る。F棚は海兵隊のAV-8B、F/A-18、英空軍ハリア 
—GR7、英海軍シーハリアーFA.2を代替するモデル 
で、胴体前部のSDLF (シャフト駆動リフトファン）と後 
部ノズル偏向装置を持つP&W F135エンジンを搭 
載する。F-35Cは海軍のF/A-18A/Cを代替し、A、B型 
に較べて翼面積が34%増大している。ステルス性重 
視は空軍型と同様で兵装搭載量(固定武装はなし）も 

は必須であり、兵装も基本的に内部搭載となる。搭同等である。(写真/ロッキードマーチン） 

標の指示や発射などのキユ丄合図)を送 

ることができる。 
大きなGのかかるドッグファイトにお 

いては、ヘルメットの重贵が少し増えただ 
けでも' その何倍もの荷重が首にかか 

る。そのため、JTMCSは表示部を6 

oog強まで軽量化した。それでも、プ 
ラス8Gの状況では5は近い重さになる。 

HUD (ヘッドアップ.デイスプレイ)はパ 
イロットが計器板にをやることなく、 

前方を]njいたままでも必要なデ^~夕を 
Hられるものだが、JOMCSはいわば 

へルメット内に組み込まれた113^だ。 
空戦には不可欠なチェック*シックス(後 

方確認)の問でも、計器からHを放さず 
にいることができる。ただし、^1じ0並 

みに飛行データまで表示することは、装 
置にも、それを見るバイロットにも負^I 

が大きいため、JHMCSではキユーイン 

グに閱する最小限のデータ、例えば速度 
や-:一同度、卩標との距離などを表示する。 

ボーイングではJHMCSとAIM t 

9Xの組み八：：わせをHOBS (高オフボア 

サイト*シ^~力^~)と名付けており、この 
紺み合わせは空軍のF -2フプターや海 
軍のF\A ,18E/Fス * —パーホ'~■ネッ 

卜などの新鋭機だけでなく、F - SやF 
-0、F\A -QCなどの既存機にも改 
修の形で運用できるよぅにしていく。ち 

なみに、海軍ではスーパーホーネット飛 

運m部隊となる模様。 

空戦のいちばん最後の武器は 
"パイロット" 

ドッグファイト.ミサイルでも勝負がつ 
かない時、最後の武器になるのが機関砲 

で、ラプタ-—もス'-パ-—ホ-—ネットもいま 

だ、M3AQmハルヵン砲を搭載している。 
しかし、現在SDD(システム開発実証) 

段階にあるp-[rJSFは、マウザ1BK 

-77画機関砲を採用した。BK -7は 
ユーロファイタ^ — •タイフ^~ンなども採用 

している単砲身の機o砲で、発射速度は 
M61A1の毎分6000発(毎秒100 

発)に対して1700発(毎秒28発以上) 
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ハイテクノロジーの塊のような現代の戦鬪機を開 
発するには、それこそ天文学的数字の費用を必要と 
する。そこで浮上するのが複数の国による国際共同 
開発だが、各国の要求性能や出資/作業分担に対す 
る思惑などの相違から困難な事態を招くことも少な 
くない。ユーロファイター*タイフーンの場合はもと 
もとは1970年代後半にF4やジャガーの後継機を必 
要とした英独仏の3ヶ国が、それぞれ自国の次期戦 
闘機計画に共通点が多かったことから始まった計画 
だった。しかしその後フランスは共同開発機が自軍 
の要求よりほんの少し大型だったことと、生産の取 

り分に対する不満などから1985年に計画から脱退 
して独自にラファール開発へと進んだ。その一方で 
イタリアとスペインが計画に参入し、EFA(欧州戦闘 
航空機、後にEF2000)の名で90年代半ばの実用化 
を目指して開発が進められることになった。その後 
冷戦崩壊、ワルシャワ条約軍解体などのため各国と 
も軍事支出が抑えられることになり、発注数を減ら 
したり、実用化を先送りする国もあって、その都度 
調整を図らねばならなかった。力PえてFBW飛行管制 
装置の完成が遅れたため初飛行（1994年3月27日） 
から飛行試験まで全体に遅延し、ラファールに遅れ 

をとることになった。就役が遅れたもののタイフー 
ンは高いマニューバラビリティと大きな兵装搭載能 
力を持っており、その総合的な戦闘能力はF-22を除 
くあらゆる次世代戦闘機を凌ぐとされている。タイフ 
—ンの固定武装はマウザー27mm砲1門、兵装搭載 
ポイントは胴体5 (うち4個は反埋め込み式AAM用）、 
主翼8ヶ所に及び、AIM-120, AIM-9L (将来的には 
FMRAAM、ASRAAM)などのAAM、ブライムストー 
ン対戦車ミサイル、ストームシャドウ巡航ミサイルな 
ど、計6,5トンの対地攻撃兵器を搭載することができ 
る。（写真/ユーロファイター） 

V” •マジ”ぐ!〆；^；’,だ’]ス• ■て:av: 

一ロファイターEF2000タイフーン 

と、性能的には劣っているよぅに見える。 
しかし、MIA1がこの発射速度に達 

するまでには約1秒かかり、その間に発 
射できるのはQ発程度なのに対し、BK 

-7は半分の時間で最高発射速度に達 
する。一度に1〜2秒しかトリガ > —をI 

かない空戦においては、この0.5秒の差 
が大きく、弾の威力を考えると互角以 

上かもしれない。 
また空戦では初速(マズル•ベロシティ) 

も重要で、BK -7は秒速10210爪と 
MlAlの1030mに匹敵する。103 

omといぅ初速は、MmシリーズのQ腿弾 
を使った場合で、最新のPGU -Q/B 

弾を使えば1052mまで向上する。P 

Gu _g\Bは初速だけでなく、射程や 
威力も大きい。射程の大きいPGU - 

g\Bの開発には、ドッグファイトにお 

いて、機関砲とサイドワインダーのギヤ 
ップを埋めるという意米八nいもあった。 

空戦機動に長けた戦S、接近戦で効 
果を発抑する短射®ミサイルや機関®。 

ドッグファイトに勝つための道具は揃っ 
た。後は、この道具を使いこなすパイロッ 

卜の養成である。現在では、DACT(異 
機種空戦訓練)は珍しいものではなくな 

り、ACMI (空戦機動計測)レンジは阯 
界各所に設置されている。また、フライ 

トシミュレ^—夕のバーチヤル化も進んでお 
り、パイロットの空対空戦關における練 

rrは、MiGに苦戦したベトナム戰争当 
時と比べれば、格段に高くなっている。 

しかし1世紀の航空戦で、ドッグフ了 

イトに追い込まれるということ自体が、 
パイロットの練度不足ということができ 

ょ、っ。米空軍の高官がF ,2フプタ■—に 
ついて' この機体に乘っていながら敵機を 

目視圈内に入れることはパイロットの怠 
慢だと語ったという逸話が残っているが、 

これは一面の真理である。 
一見派手なドッグファイトであるが、 

最初にも書いたょうに現代の航空戦に 
あっては偶焭的に起きるもので、望んで 

行なう戦闘ではないことを再確認してお 

きたい。 
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F-14の特徴である可変翼を前進位置にセットして 
360度水平旋回のデモを見せるVF-101のF，14B 

ミサ心レが 
百中でないかぎり、 

ドッグファイトは存在し、 
そのための訓練は 
ファイターノ《イロットに 
必要不可欠なのだ〇 
最強のネイヒー•ファイターバイロットに 
rドッグファイト」を間ぐ 
第二次世界大戦後、もっとも実戦を経験している軍隊といえば 
アメリカ軍の右にでるものはないだろラ。中でも1981年、 
リビア空軍のSu-22を2機撃墜したF-14トムキャットの活躍は 
ことのほか有名で、映画「TOP GUNJの題材にもなった 
そして現在でもアメリカ軍は、アフガニスタンで行なわれている 
「エンデューリング•フリーダム」やイラクでの「サザンウォッチ」などで 
実戦に参加して1砀。ここでは常に実戦を意識し、トムキャットや 
ホーネットを操り厳しい訓練を行うアメリカ海軍のパイロットにとっての 
「ドッグファイト」に迫ってみる。 
写真とインタビュー：橋本隆 
Photos&Interviewer ： Takashi Hashimoto 

VF-154バイロット 
STROKER1•少佐 

^STROKER は TAG ネーム 

r 

T993年米海軍パイロットとしてウイングマークを修得する。F-14トムキ 
ヤットのパイロットになるために、オシアナ海軍基地でF-14のマザースコ 
-ドロンVF-101に配属となり93〜94年の間、トムキヤットの基本操縦訓 
練を受け約100時間の飛行訓練の後、晴れてトムキヤットライダーとなる。 
94年、最初の実戦飛行隊VF-102” ダイヤモンド•バックス“に配厲とな 
り、以後97年半ばまで同飛行隊に所属。その間にCV\AMと共に空母ァメ 
リカに搭載され大西洋/地中海/ペルシャ湾方面の6力月長期作戦航海に参 
加0 97年半ばに、NSAWC (Naval Strike and Air Warfare Center:海 
軍攻撃/航空戦センター)へ転属となる。かつてミラマー基地にあった” 

TOP GUN “も96年NSAWGに吸収されて今もネバダ州ファロン海軍基地 
で部隊内の~部門として空対空戦闘のエキスパートを育てるコースとして 
存続している0 NSAWCでは、F/A-18での飛行も必要になるため、VF-125 
で2週間F/A-18の基本操縦訓練を受けるu 2000年半ばまでNSAWCでF- 
14、F/A-18で空対空/空対地攻撃訓練のインストラクターとして空戦訓練 
における指導者的役割、仮想敵機役を数多く経験。2000年7月、日本の 
VF-154へ転属され、現在“ブラックナイツ"のベテランパイロット、役職 
付士官として部隊の中心的立場にある。飛行時間はF-14で1900時間、F/A- 
18 で250時間をそれぞれ記録している。 

fファイタ—パイロツトにとつて、 
ドツグ•ファイトは 

身につける基本項目のIつだ』 

-今日はお忙しいところ、インタビュ 
1に応じていただきありがとうございま 

す。海軍ファイターパィロットとして、こ 
れまでの豊富な経験を一，几に可能な範囲 

でお答え頂ければありがたいです。よろ 
しくお願いします。 

どうぞ、なんなりと聞いてください、自 
分の経験した範囲からできるだけの話 

をしましよう。 

-^6ず最初に'-^>ィングとい、っ雑誌の 
読者層は、若い世代の人も多いので、な 

るべく基本的な事柄を解りやすくお話 

していただければ助かります。それか 
ら、トムキャットは今でも絶火な人気を 

持つ機種なので読者に興味深いお話を聞 
かせてもらえれば、ありがたいです。そ 

れでは、早速質問させていただきます。 

ラジャ！ (了解) 

——回は、「ドツグ.ファイト」とい、又止画 
でお杯霉」聞かせてもらいたいのでI、_ 

の米軍におけるカウンタ！エア 

防空)とドツグ.ファィト(近接戦) 
の違いやバランスについてお聞かせください。 

みなさんもご承知のように現代の航空 
戦においては、お互いが目視で相手を確 

認できる距離での近接格闘戦闘という 
事態に遭遇する可能性は' 極めて低いと 

いえるでしよう。だから必然的に訓練に 
あてる時間は、よりで相手を迎撃す 

るロングレンジでのカウンタ！エアに比 
重が置かれます。その傾向は、我が海軍 

よりも、空軍の方が顕著なのではないか 
と思います。しかし、侵攻してくる敵機 

を遠距離で追い返す、又はWKに撃墜で 
きるという保証が得られない以上、ドツ 

グ•フアイトに入る可能性が存在します。 

だからたとぇ低い可能性だとしても' 対 
戦闘機の近接格闘戰訓練は非常に重要 

な訓練として実施されます。フアイタ— 
パイロットにとつて、ドッグ•フアイトは身 

につける基本的な項目の一つですし、こ 
ちらが敵陣に攻め入った場合に迎撃を受 

ける事も想定しなければなりません。そ 
ぅした意味でも万が一敵と遭遇した時 

に備ぇて、自分が生き残る為にも、必ず 
訓練を積んでおく必要がぁります。 

I飛行訓練では 
迎撃訓練■長距離迎撃訓練 

そして爆撃訓練もやつた。 
トムキャットも今では 

戦闘攻撃機だからね』 

—ルーキーパィロット時代には、どの 
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フラットシザーズ 

左右に切り返して敵の後に付く機動 
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おける訓練の中には、とのよ 
うに取り入れていくのでしょ 

うか？ 

部隊での通常飛行訓練で 
行う1対1のACMを例に話 

をします。訓練空域に入つた 
2機が、同じ高度で対進交差 

をして両機がすれ違った時点 
で戰關始になります。それ 

までの基本訓練の時とは違 
い、教官パイロットと生徒の 

戦いではないので、ACMが 
開始された時点で相手(仮想 

敵)がどういった機動に出る 
のか全く予想ができません。 

まず一番大事なことは、敵 
を見失わずに、自分が優位な 

位置につけることを心掛けて索敵し、そ 
の場の状況に応じて相手に接近して行 

きます。ドツグ•フアイトは、全てにおい 
て同じ状況など有り得ないので、S応 

変に相手の出方を読み、いかに裏につけ 
るか考えながらの機動飛行の連続です。 

そうした中' 前に話した3つの基本機 
動を活かして交戦して行きます。言い換 

えれば基本で学んだ機動をフル活用し 
て、いかに自分が優位な位置をとれる 

か、その為にはどんな機動で相手の^' 
をかわし、欺き、撃ち落とせるか……身 

に付けた基本を元に応用編の実践.体得 
が部_でのACMの訓轉成果になるの 

です。 
こうした訓練をより多く重ねて' 豊富 

なドッグ•フアイト経験を積み' ある時 

は撃墜され、またある時は®^落とすと 
いう様々な経験を通して、翼なフアイ 

夕—パイロツトへとIgmKしてのです。 
こうした空中戦での武器使用法、戦法、 

非友好国の戦術などを短期間で集中的 
に学ぶのが、皆さんも知っている〃To 

PGUN"など、アドバ—サリ！学校で 
す。私は約3®NSAWC(海 

航空戰センタIで警をしていたので、 
ISC吊のフアイタ1パイロツトよりも多く 

の空中戦訓練の経験を積んでいます。 

ような訓練を実施したのでしょうか？ 

私がパイロットになった0_前半の 
頃には、まずT ~洱C夕—ボメンタIと 

いうプロペラ機で約100時間の—飛 
行訓練を受けました。ここでまず、飛ぶ 

ことの基本を身に付けます。その後、T 

- 2Cバックアイというジエット®!®に 
約100時聾って、<蚤はジェット機の 

学びました。そして、TA - 4 Jス 
カイホ—クとい>っ、i機から練^®に 

Mlさせた機体でまた100時間飛びま 

した。この疆では悪天候や緊壽への 
対処の仕方、クロスカントリーと呼ぶ、他 

所の飛行場へ飛んでゆき着陸し、また戻 
つて来るという訓練もやりました。それ 

から砂漠へ行って爆弾を投下する訓練、 
そして空母への着艦もTA丨4 Jで訓練 

しました。このSiの後半でようやくド 
ッグ•フアイトの^^段階も学びました 

ね。ここらへんで、やつとりに近 
づいて来たというところでしようか。 

私は、幸運な事にその後、F -4ハイ 
ロットコ—スに選ばれたので、それから 

VF-101に配属されてオシアナ海軍 

基地でトムキャットの飛行訓練を受けま 
した。F - Mの基^®作を身に付けてか 

ら、レ—ダーの使い方を学び、迎讀練、 

長距離迎撃訓練、もちろん、爆撃訓練も 
やりましたよ。トムキャットは今では戦 

闘.攻撃機ですからね。そして更に遠距 
離の迎撃訓練を受け、ドッグ•ファイト 

の訓練も受けました。そしてガン(Q_ 

バルカン砲)の訓練を受けて、最後に空 
母への着艦をF-Mで再訓練したので 

す。着艦は合計g回の成功が要求され、 
昼間Q回、夜間に6回それぞれ成功しな 

ければなりません。 

『我々が海軍で学ぶ基本的な 
空戦機動はおおむね3つ』 

——^軍のファイタ1バイロットには、基 

本的な戦術.空戦機動というものはある 
のですか？ 

米軍で_軍と空軍では、戰術が大き 

く異なります。空軍はパワフルで機動性 
に富んだ機体が多いせいか、ワイドレン 

ジでの空中戦を想定した訓練が多く取 
り入れられているようです。海軍では、 

伝統的に空軍よりもタイトなレンジで 
の空中戦' 目視で相手が確認出来るWV 

R (within visua一 Range:有視界域 
内)でのドッグ•フアイト訓練が多いの 

です。我々が海軍で学ぶ筆的な空雲 
動はおおむね3つあります。 

まず、イメ—ジとして|番わかりやす 

いのが、テ—ルチェイスと呼ばれる機動 
です。 

これは' 相手の後ろに回り込んで後方 
から裹を試みるための形で' 後ろを取 

り合う追いかけっこという感じです。そ 

して2BSのScissors (シサ—ズ：挟む) 
と呼ばれる基本機動があります。この2 

つはFlat Scissors (フラットシザ| 
ズ：平面的機動での挟み込み)とRolling 

Scissors (口—リングシザ—ズ：回転機 
動での挟み込み)です。 

Flaの方は、同一方向に飛行中の栢手 
に対し、ジグザグ機動を繰り返し行い、 

敵の隙を探し出そうとするものです。 
Rollingの方は、互いに平行して飛んで 

いる場面から、どちらか1機が先に大き 

な弧を描く回転を伴う機動に入り、ちラ 
1機がそれに追随するように回転機動 

しながら互いに相手の死角へ自分が回 
り込み敵機の平面型に自機の機首が向 

くポジションを探り出すものです。 
Rolling Scissorsは、3次元の複雑な 

機動の連続になりますから言葉で説明 
するのは非常に難しいですが、2機の戦 

闘機がスクリユ—のように回S動を継 
続的に行い互いに相手の攻撃をかわし 

つつ、かつ相手を撃つチャンスが作れる 

よう、工夫を凝らして機を操るんです。 

『ドッグ■フアイトは 

臨機応変に相手の出方を読み' 
いかに裏につけるかという 

機動飛行の連続』 

——それでは、そうした3種類の基本的 

な空戰機動を学んだ後、実戦飛行隊に 
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『CVW-5の全ての飛行隊が、 
1ヶ所に集結する厚木基地。 

部隊をまたいだ共同訓練が 
日常的にできるのは、 

とても便利』 

それでは、現在VF-154では日 
常的にDACT (興機種墨戦訓練)ゃA 

CM (空中戦機動)の訓練はどのょうに行 
われているのでしょうか？ 

1H4基地をベースにしているVF丨1 

54は、主に空中戦の訓練を房総—沖 
のR - 599というレンジ(空域)で行つ 

ています。隊の中でF ~4同士の1V 

1、2 V 2、時には2 V 4もやりますし、 
CVW ~ 5所属のF\ A -oc部隊と連 
係して1 VI、2 >2、2 V 4〜6、4 

> 4〜8というDACTを実施していま 
す。多数機での訓®®にはE - 20ホ| 

クアイが管制機として#^しますし、電 

アフタIバIナIを焚いて急上昇するVF I101のF -14B」-1^-1 乂にも出て来るェ 
ンジン換装型のB型は' そのパ7Iを存分に活かしたデモを見せることができる 

子戦機E A I 6BプラゥラIの支援を受 
けること'fpあります。 

アメリカ本土と異なり、我々CVW - 
5は全ての飛行隊が、渠基地1ヶ所に 

居るので、こぅした部隊をまたいでの共 
同訓練が日常的に実施できるのは、とて 

も便利なことです。時には、F - M Aと 
F\A -OC各2機ずつ計4機が友軍 

になり' その他のエレメントとの空戦訓 
練をしています。また、F\ A -OCと 

の異機種1練では、午前と午後でお互 
いが演じる役割、敵軍*友軍を入れ替え 

ての訓練もしています。訓練サィクル 
が、空中戦訓練の時期には、1人のパィ 

ロットが1週間に4S5回空戦訓練を実 
施しています。 

『DACTは有章〉義で 
エキサイティング。 

F- 2とも早く対戦してみたい』 

—それでは、CVW-5以外の部隊との 

共同訓練については、いかがでしょぅか？ 

我々は沖縄に展開した時には、嘉手納 
基地の11_-圯0第0懇土団：77)と時々 

DACTをやっています。 
また、私自身は|度だけ航空自麗百 

里基地のF-CJとのDACTも経験し 

ましたが、彼のプロフェッショナルぶ 
りには大変驚かされました。空中戦の 

戦法、キルコ|ル、機動などが我々と非 
常に良く似ている事も驚きのひとつで 

したね。ただ、残念なことに我々は 
から、彼等は百里からそれぞれ離陸し 

て、レンジで集合して戰い、またそれぞ 
れの基地へ戻るといぅ設定の共同訓練 

だったので、ディブリーフィングは電話 
で行い、自_から_に1人濯Sされ 

て来ていたパイロットを介してのコミュ 
ニケ—シヨンだったのです。空戰訓練後 

のデイブリ—フイングやコミュニケ—シ 

ヨンは非常に大切な要因なので、その点 

が非常に悔やまれますが、とても有意義 
でエキサイティングな訓練だったので' 

是非また彼等のFlnJとは戦いたいで 
すよ。 

それから、F -2と^てみた 
いですね。その他には' 空母で南下した 

時に、シンガボ—ル空軍のA -4、F -5、 
F -0などとのDACTも行つています。 

タイ空軍とやはりDACTをした時もあ 
つたのですが、BVR(Beyond visual 



訓練飛行を終えスポットに戻るVF-154の 
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にはありません。しかし、機種ごとの飛 
(¢*¢1が異なるので、長所を活かした戰 

い方をする方が優位に戦えるのは間違 
いないでしょぅ。私個人の意見では、 

F\ A -Dは世界|の機動性を持った機 
体だろうと思います。F 114やF115に 

はとうてい出来ないハイアルファ—を簡 
単にできたり' パワーも十分あります 

し、とにかく最高のパフオ1マンスがで 

Range:目視域外)での空戦だったので、 
敵がどんな機種だったか解りませんで 

した。 

『ドッグ■フアイトに入って 
近距離で交戦した場合には、 

AIM-9からバルカン砲に 
切り替えて攻撃する』 

——^れでは、戦闘機の武器であるミサ 
ィルと機銃は空戦でどのように使、っのか 

教えてください。 

F/AI〇での経験は少ないので、ここ 
ではF-4の武器使用について話しまt 

BVR (目視域外)でのインタ—セプト 
時には、E - 2Cや空軍のE ~ 3など空 

中早期警戒機からの指示に従って、レ— 
ダー上で捉えた敵機に対してAIM —弘 

フェニックス(長射程空対空ミサイル)や 
AIM - 7スパロ—(中射程空対空ミサ 

イル)といった長距離空対空ミサイルで 
対処します。 

また、WVR (有視界域内)に入った場 
合は、自分の目やロックオンした時のビ 

—プ音で敵•味方の識別確認をし' A— 

M - 9サイドワインダーミサイル(短射 

程空対空ミサイル)で攻撃をします。ド 
ッグ•フアイトに入ってより近距離で交 

戦した場合には、A—M - 9からバルカ 

ン砲に切り替えて攻撃することもあり 
ますね。 

『個人的には、F\A -Qは 
世界一の機動性を持った 

機体だと思う』 

-海軍を代表する.戦闘機PI4と 
P\A - Bで、機種別にそれぞれ独，Hの 
戦法■空戦機動はあるのでしょうか？ 

少佐はNSAWC時代にF\A -Qにも 
乗っているので、それぞれの機種で空戦 

中の長所■短所などがあれば教えてくだ 
さい。例えばF - Wの可変翼が空中戦で 

もたらす効liなどについても興味があり 
ますので。 

機種によつて独自の戦法というのは特 

きる飛行機です。ドツグ•フアイトにお 
ける卜iタルの性能ではF\A 1〇の 

方が、F - Uを遥かに上回ります。 
しかし、F - 5:にもいくつかのアドバ 

ンテージはあります。最大の優位点は2 
人乗りなので目が4つあるということ。 

激しい機動の連続になるドッグ•フアイ 
卜中に2人で別々の方向を見張れると 

いうのは非常に有利に働きます。また" 

中•長距離の空戰においては、F - Mが 
装備している強力なレ—ダ—は、非常に 

大きなアドバンテ—ジになります。 
F - UB\Dは、エンジンがより強力 

なFllo - GE - 400に^してあ 

るのでF\ A-Qよりも。ハワ—が勝り垂 
直方向への機動で引き^-ことができま 

す。あとF - UのでF\A -〇より 
良いのはピッチ方向です。逆に口—ル方 

向の攥は、F\Aムにかないません。 
低高度でのドッグ•ファイトに持ち込 

めば、F i4取大の特徴である可変翼の 

利点が活かされ、水平面での夕—ンでは 
優位に戦えます。翼を大きく広げること 

で、旋回性能が向上し、高度を失わずに 
よりタイトな夕Iンができます。F\A 

—Qは翼が短いタイプなので、高度を維 
持しながらタイトな水平旋回をするに 

は、エンジンのパワ—に頼らなければな 
らず、そうすることで_は燃料を大量 

に消費してしまいます。 
おおまかに言えば' F - U対F\A丨 

〇のドッグ.ファイトでF,4が有利な 

戰いをするには、低高度域でなるべく水 

平面の旋回を多用する戦法に持ち込む 
ことですね。 

『ドツグ■ファイトでは、 
先手必勝の精神が非常に重要』 

I^それでは！：！取後にNSAWCの教官を 

勤めた経験などを含めてファイターパイ 
ロットとして、空中戦について• T_Jお願 
いします。 

NSAWC (海軍攻撃/航空戰センタ 

I)は、海軍航空における大きな意味で 
の戰術を実—隊の人間達に教育、訓練 

し、それらを海軍航空全体に浸透させて 

行く重要な役割をもつ部隊なのです。そ 
の中に様々なコースが設けられ、各機種 

の乗員が学びにやってきます。以前は独 
立した部隊だったNFWS通称〃TOD- 

GUN" では、 この NSAWC の中に 

組み込まれてひとつのコ—スになってい 
ます。今日はドッグ•フアイトについての 

話しなので、そこに話をもどしましよう。 
Top GUNクラスでは、空中戦での 

兵器の使用法、戦術•戦法などを立体的 
に教えます。しかし、フアイタ—パイロ 

ットにとって一番大事なのは、常に強い 
自信を持ち、自分の能力と飛行機を® 

し、相手を良く観察しながら、敵の先手 
を取ることなんです。相手が菌けてき 

た事に対処していては勝つチャンスが大 
幅に減ります。ドッグ•フアイトでは、先 

手必勝の霜が非常に重要なんです。こ 
うしたことも含めて、中堅パイロットに 

擊的な訓練コースで学ぶ機会を与ぇ' 
各自の空戦技量を大きく向上させて自 

信を持たせるのです。そこで学んだこと 
を人-!^は部隊に戻り同僚。ハイロット達に 

普及させて行きます。映画「Top GJ 

N」でやっていたように、クラスの中で 

の幻1は誰かを競い合わせるようなこ 
とはありません。 

ドツグ•フアイトはフアイタ—パイロ 
ットにとって、最もエキサイティングな 

仕事です。ほとんどのパイロットがおお 
いに楽しんでいるはずです。しかし、勝 

負がハッキリと判るものなので自分が負 
けた時には、ガッカリし気分が落ち込み 

ますよ。 

——は忙しいところ、大変興味深い 
話をいろいろ聞かせていただきありがと 

うございました。ファイタ^~パイロットに 
しか判らない此界を少しは理解できた 

ような気がします。 

どういたしまして、多くの人に空中戦 
の世界を理解してもらえればいいのです 

が。こちらこそ' 楽しませてもらいまし 
た、ありがとう。 
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初めての撃墜 
〜その始まりは『目障りな 

偵察機を墜としてしまおう』〜 

ライト兄弟が初の動力I行に成功し 
てから8年固の1911年には、早くも 

軍川機が戦争に使われた。北アフリヵで 
トリポリの領有を巡ってイタリアとトル 

コが銜突したとき、イタリア軍が初めて 
実戦で飛行機を偵察に使ったのだ。 

1914年〇〇に第一次大戦が勃発す 
ると、飛行機は本格的に侦察に使われ、 

非^5に役に立つことが広く認識された。 
そうなると目障りなのは敵の偵察機で、 

なんとか打ち落としてやろうと複座の 
偵察機の乘貝がピストルやライフルを携 

行して敵を狙うょうになったのは当然で 
ある。それではらちが明かないと、機n 

銃を取り付けるょうになったのは、時問 
の問題であった。 

当時は座席の後方にエンジンをつけた 
プッシャー式の猶経もあったが、屯流は 

機皆にエンジンを搭載するトラクタ^^式 
になっていた。機関銃を取り付ける場所 

として妥/なのは複座侦拇擬の後席だっ 

たが、プロペラが回っているので前方には 
_てない。尾翼があるので後方への射撃 

も角度の制限が 
ある。敵の死角 

にあたる腹の下 
に潜り込んで撃 

ち上げられれば 
いいのだが、そう 

は問屋がおろさ 
ないから、まとも 

世主年；、る 
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siぽ 
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ソ界力11上泻 

時代は空中戦を 
とのよ、2 

変えてきたのか 
ドッグファィトの歴史 

航空機が航空機を墜とす——。 
人類が空を飛ぶよぅにな0てからQ年あまり経つと、 
空中戦が始まった。第I次世界大戦でのことだった。 

それから約QQ年が経ち' 現在では目で確認をする前に撃墜してしまう 

変化してきた空中戦の歴史をひも解いてみよう。 
文=藤田§ 

or 

に戦うとなれば敵と平行して飛び、互い 
に撃ち合うことになる。 

エンジンの振動が伝わり、翼面荷重が 
非常に低いのでちょっとした気流の変化 

にも動揺する当時の飛行機で、しかも 
気流にさらされる開放式の跑席からI; 

確な射Pなどできるはずがないから、パ 
ィロットが機体をグ^—ッと敵に近づけて 

いき、至近距離で銃手がバラバラと弾丸 
を？沿びせる。もちろん、敵もPつてくる。 

度胸と銃手の射撃の腕に賭けた勝負と 

なるわけだが、そんなきわどいことをそ 
うそうはできず、つい早めに撃ち出して 

彌丸を撃ち尽くしてしまい、たもとを分 
かつことが多かった。相手に戦う気がな 

くて逃げを打たれたら、追いかけて横に 
並ぶのはかなり難しい。 

前方発射機関銃の装備 
〜最初はA発に1発が 
プロペラに当っていた〜 

そういう空戦だったので、双方の戦果 
はたかが知れたものだったが、1911.0 

年の春に3週間のうちに3機を撃墜す 

るという(ほかに損傷を与えたが撃墜と 
は公認されなかったもの3機)、当時と 

しては：m覚ましい戦果を上げたフランス 
のパィロットがあった。その名はローラ 

ン.ギャロ。戦前に地中海横断飛行に初 
めて成功し、名声高いパィロットだった。 

成功の秘密はプロペラを通して射撃がで 
きるように機宵卜：JIに機関銃を装備し 

たことだった。そのままではプロペラを幣 
ち抜いてしまうことになるが、鋼鉄の板 

を斜めに取り付け、n発に1発は蛊たる 
計算の弾丸を横に彈き飛ばすようにな 

っていた。これは飛§の設計者モラン* 
ソルニエが考案したもので、その実戦で 

のテストをギャロが引き受けたわけだ 
が、なかなかリスクの高いシステムでも 

あった。牌丸が変に撥ねて機体を损傷す 
る可能性があるし、弾丸が当たるのはプ 

ロペラの付け根をハンマーで叩くような 
もので、プロペラの強度は保つとしても、 

エンジンがおかしくなるのを心配しない 

わけにいかない。それでも戦いに新しい 
^j面をHけると、この新機構を試してみ 
ることにしたのだ。 

4月lm、ドイツ機の後方に占位した 

ギヤロは、その位置ならと安心していた 

敵に銃弾を浴びせて初の撃墜を記録し 
た。前方発射機関銃の装備は不意打ち 

が口標ではなく、 

複座機を銃手が射 
喋しやすい位置に 

持っていくょり、 

機首を目標の方向 
に向ける方がこと 

は単純で、敵の後 
ろにつけば反幣さ 

れにくい。そして 
乘員が1人減った 

分だけ機体が軽く 
なり、軽快に機動 

できるょうにな 

る。それは空での 
戦いに^M叩をもた 

らすものだった。 
しかし、3機目 

を零墜した4月0日、もう一度出撃した 

ときにエンジンが停止し、ギャロは敵地 

に不時着することなつてしまつた。ついに 
乱墨な仕組のッヶがエンジンに柬たとい 

うと話はおもしろいが(そう書いている 
通俗書もある)、対空射Pで燃料パイブ 
をやられたのが原因だった。彼は捕虜に 

なり、機体はされてその前方iの 

秘密がドイツに知られてしまった。 
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空中戦の一大革命が起こる! 

プロペラの回転圏内から機銃を発射する、その後に続く戦闘機のスタイルを 
確立させたフォッカー単葉機。その登場により、たちまち西部戦線の制空権 
を支配した。写真はフォッカーE.川（写真：編集部） 

伝説の撃墜王、ドイツのリヒトーホーフェンが搭乗していたことで有名な、 
第一次大戦のドイツを代表する戦闘機フォッカーDr. I (写真：編集部） 

プロペラの間から機関銃を撃つ 
Sドイツのフオツカーが開発〜 

そこで登場するのがオランダ人ながら 
ドイツに航空機工場を持つアンソニ！フ 

ォッカーである。自伝ではギヤロと同じ 

ものを作れといわれたが、もっとょい解 
決法としてプロペラの回転に機関銃の発 

射を同調させる、つまり発射された弾丸 
がプロペラに当たるタイミングでは機関 

銃が作動しないょうにする機構をたった 
2日間で_したと主張している。彼の 

自伝は自IJ宣伝の臭いが強く、すでに戦 
前にドイツでそうした同調機構の特許 

が取られており、それを参考にして彼の 
会社のスタッフが虫み出したというのが 

真相らしい。 
ともあれ、フォッカー社が生産中だった 

単庵の単葉機に機n銃を装備した型、 
真に戦！一機と呼べる最初の飛行機を短 

ml間に作り出したのは確かで、6nには 
フオッカ^ —E (Eは集を-.小す)が戦^lに 
姿を見せた。パイロットがその軽快な操 

縦性に惯れるまで事故が速続したりし 

て、当初はパツとしなかったが、8月に入 
るとマツクス.インメルマン、オスワルド. 

ベルケといったパイロットが擊墜をMねだ 
し、フォツカーの名は速合軍にとって恐怖 

の的になった。 
それに対し連合軍側はどう対応した 

か。イギリスはその時期にはプッシャー 
形式を採り、機首に銃手とパイロットが 

搭乘する戦關機ビツカース•ガンバスを生 
産しており、7月末には戦線に送り込ん 

だが、敵の偵f儀にはそれなりの戦果を 
挙げたものの、フォッカIEには分が惡か 

った。それでも機関銃同調装置の開発に 

は時間を要したので、そのあともプッシ 
ャー形式の単座戦疆F-E.00やD*H* 

2を送り出した。フランスでも同種の機 

体が生み出されている。 
ギャロの機体のょうに弾丸跳ね返し板 

(デフレクター)をつけた戦闘機も使われ 

たが、前に触れたょうに機：傷やエン 
ジンをにするリスクを伴、つ方式なの 

で、すぐに放棄された。プロペラ回転而 
を避けて、胴体から斜めド，！：き、あるい 

は斜め卜！：きに機関銃を収りWけること 

&され、それで—を記録したパイロッ 

卜もいるが、射擊の照準がとてつもなく 
難しいことは容易に想像できるだろぅ。 

翼の上から機関銃を発射 
〜同調装置が開発できなかった 

連合国側〜 

そこで標準的な機関銃の装備位置と 
なったのは、プロペラ回転面をクリアーで 

きる主翼の上だった。ドイツ軍がベルト 

給弾方式の機関銃を使ったのに対し、フ 
ランスやイギリスが主翼h而につけたの 

はドラム式弾倉を使ぅな機関銃で、 

弾丸を幣ち尽くしたらドラムを.父換す 
る必要があった。立ち上がって足のひざ 

で操縦桿を抑えながら交換作業をする 
戦關機もあったが(恐ろしい！)、円弧を 

描くレールに機H銃を乘せ、交換のとき 

は機関銃をIき下げられる機構が考案 
されて作業はだいぶ楽になった。 

この方式を採った戦驅の中で性能が 
W出していたのは1916年初めに就役 

したフランスのニユ1ポ1ル1で、一尚速で 

上界力が優れ、運動性もょかった。その 
發場にょりフォッヵーの^:威は®を閉じ 

た。しかし、ドイツも宇をこまねいてい 
たわけではなく、アルバトロスD . I\TT 

などの新沏戦Sを送り出し、速合常側 
も次々に新しい戦關機をn発.生産した 

のであった。 
フランスが同調ぶ機阅銃を備え、速度 

性能にすぐれたスパッド7を配備したの 
は1916平8月で、イギリスも同年に 

阿調機関銃装備機を戦線に送り込み始 
めたが、戦争末期の1;力となったS.E. 

5とソツピース.キヤメルが戦闘に加わ 
ったのは1917年の春からであった。ド 

イツではそれらにまさる優秀な戦闘機 
フォツヵ'—D .™が1918年4月に就役 

したが、半年後には終戦を迎えることに 
なる。 

勝利の基本は「先手を取ること」 
〜機体の性能以上に重要な 

パイロットの能力〜 

第•次人戦の戦闘機は翼而衙茁が低 

かったので旋冋性能が非常 
に優れ、3〜4秒で1000度 

の旋冋ができ、旋回半径は 
10 06を下回り、印〜06 

という機体も珍しくなかっ 
た。今のジェット戦闘機より 

1にクルクルと回れたわけ 
だが、もちろんそれだけに 

頼ってドッグファイトを展開 

したわけではない。 
勝利の基本が先手を取る 

ことにあるのは常に変わら 
ぬ真実で、先に相手を見つ 

け、太陽が背に来るような 
位置をL-めて攻撃をかけら 

れれば一番いい。それは機体 
の性能ではなく、パイロット 

の视力や注意力、相手のコ 
1スを読み取り、存利な位 

股を占める戦術眼とでもいうべき判断力 
にかかわる問題で、エースとなったパイロ 

ットの多くはそうした点が優れていた。 
機体の性能では」111度性能がひとつのポ 

イントになる。相手より高い高度まで上 
奸できれば降ドして攻喂するタイ.ミング 

をこちらが選べ、戦關の主〗U權を掘るこ 
とができる。速度性能も人事で、高速な 

らば敵を追うのに有利なだけでなく、態 
勢が惡くなったときに戦場を離脱できる 

,J由度を得ることができる。 
パッと_をかけて一擊で相手を睽と 

し、態勢を整えて次のs標を狙うのが好 
ましいのだが、そううまくは行かずドッ 

グファイトに人ったときに運動性が也死 
を分ける耍素となる。それにはパイロッ 

卜の操縦の技mもかかわるわけだが、]| 
技飛行のうまいパイロットがエースになれ 

るとは限らない。第一次大戦で最高の撃 

墜数(8機)を記録したリヒトホーフェン 
は、もちろん人pみ以上の操縦技量を持 

っていたものの、達人と呼べるような域 
には達していなかったという。チヤンスを 

見逃さずに的確に攻骤をかける能力が 
あれば、操縦の名人でなくても擊墜を重 

ねられるのだ。 

生き延びるには攻撃をかわすタイミン 
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第二次大戦初期、日本が世界に誇った戦闘機「零式艦上戦闘機(零戦)」。昭和15(1940年 
の登場以来、大戦初期まで連合国側の戦闘機を圧倒した(写真：編集部） 

第二次大戦における空中戦 

まさにその登場が'遅きに失したというべき、高性能機フオッカー 
ぉ D.VIi!(EV)0部隊の就役は第一次大戦末期の1918年8月。その 

銳い性能から「空飛ぶカミソリ」の異名をとった(写真：編集部） 

るよぅになったので、かつてよ 
りずっとペアの協調が取りやす 

くなつたことにある。 
ィギリス空軍は大戦が始ま 

ったとき、3機がY字形にな 
るビック隊形を基本と、先頭 

に立つリーダーの合図により、 
いろいろと隊形を変える訓練 

をしていた。性能の向上は爆 
撃機も〇!覚ましく、爆撃機が 

主肖標になると考え、戦闘機 
の火力を集中できる隊形とし 

てビックを案出したのだが、ド 

ィツ空軍と戦ってみるとその 
隊形では融通が効かず、緒戦 

では不利を被った◦すぐに2 
機+ 2機の隊形としたわけだ 

が、第一次大戦の戦訓を十分 
に語り伝えていれば、ビックに 

集中するようなmは犯さなか 

つたかも知れない。 

機体の防弾性 
S戦闘機に求められた新たなw;〜 

第二次大戦の戦lf機に求められた資 
質も卨速性、すぐれた巡動性、強力な武 

装と、第一次大戦のときと基本的に変わ 
りはない。ただ、実際に戦Mを虚ねると、 

これに防弾といぅ項：mも加えられた。 
先に敵を発見して冇利な態勢から攻 

撃をかける。相手の戦闘機の性能など 
をょく理解し、旋回性能が非常に優れ 

ているのなら、格闘戦はしないで一撃離 
脱に徹するなど、こちらのまさつている 

点を生かせる戦い方をするr'リーダ^—の 
後ろを震が守る。…といった空戦の原 

則をそのまま実現できればいいのだが、 
相T1も同じことを考えているのだから、 

pたれてしまぅこともある。そのときの 
耐性が重視され、各所に装甲板を配し、 

燃料タンクは穴があいてもゴムがそれを 

塞ぐ自動防■式にするのが常識になった 
のだ。それによる重贵増加で性能は低 

下しても、_たれ強くする方がいい。い 
くらフットワークがよく、パンチカのあ 

るボクサーでも、1発くらったらのびてし 

グといったものを身に染み込ませておく 

必要があり、それには戦闘経験が大き 
く影響するので、最初の数回の出撃の 

うちに撃墜されてしまうものが多かっ 
た。それが特に顕著だったのは初期のイ 

ギリス航空隊で、バイロットが不足して 

わずかな訓練しか受けていないものを 
戦場に送り込んだので、バタパタと撃墜 

されることになった。戦線に配置され 
たときにソロの飛行時間が平均して巧時 

間程度で、中にはわずか4時間という 

巷もいたというから同情してしまう。な 
お、訓練のやり方もあるが、機体の信頼 

性が乏しい時代だったので、大戦中に死 
亡したイギリス人パイロットのほぼ半数 

は事故による。 

でもやっぱり 
射撃が上手でないと 

5大口径より小口径でたくさん撃つ〜 

最後に擊墜の決め手となるのは射® 
の腕前で、エースとなったパイロットはみ 

なと言っていいほど：^が、っまかった。そ 
れに閱連するのは武装の強力さで、当初 

は機関銃lrだったが、ドイツが先んじ 
て2丁を標準とするようになり、イギリ 

スやフランスもそれに追随した。使われ 
た機関銃は7.71で、もっと弾丸の威力 

が大きい0_や0_を搭載する 
試みもあったが、発射速度が遅 

いそうした大j_関砲では命 
中の確率が減るので、？7_弾 

を多数Pちまくる方が有利とさ 
れたのだ。 

なお、これまでアメリカの名を 

まったく出さずにきたが、ライト 
兄弟が世界に先駆けて飛行した 

ものの、その後熱を入れて飛行 
機に取り組んだョーロッパに追い 

越され、第一次大戦には191 

7年まで中立を決め込んでいた 
ので、参戦したときには自前の 

戦闘機が1機もなく、フランス 
などから買い込んで戦うとい、つ、 

航空2流国に落ち込んでいたか 

らである。 

複葉から単葉の時代へ 
〜機体構造やXンジンの劇的進化〜 

第一次大戦で戦閫機は大きく進歩し 
たが、戦後その歩みはぐっとべースダゥ 

ンした。平和になって予算が削られたこ 
ともあるが、もう第一次-K戦のよ、っな大 

きな戦争は起こらないだろうといラ安心 
感があり、戦關機の能力向上に対する 

取り組みに真剣さが欠けたためであっ 
た。飛行訓練にしても、イギリス空軍は 

実戦的な空戦訓練はなおざりにし、編 
隊飛行やIj技飛行に力を入れたので、 
「世界一の飛行クラブ」と皮肉を言われ 

るような状態になっていた。よその国で 

も程度の差はあれ似たようなものであ 
ったが、ヒトラーが政権を取ったドイツ 

が再軍備に乘り出すと、戦闘機を含む 
軍用機近代化の動きが強まった。 

戦砌機における大きな技術的変化は 
複葉からm葉への移行であった。複葉は 
構造を軽く作れるという利点があった 

が、速度を高めるには全金糧造の単葉 
にし、、P脚を引き込み式にするのが必然 

の道だった。そこまで踏み切れずに固定 
脚や木金混合構造に止めた戦1機もあ 

ったが(複葉ながら引き込み脚にしたも 
のもある)、1930年代半ばにはメッサ 

—シュミツトo£l0 9やスピットフアイア 

の原型機が初飛行し、1939年に第二 

次大戦が始まったときには単葉•引込み 
脚が此界的な標增になっていた。 

それに加えて、第一次大戦時の末期に 
は200馬力程度だったエンジンは100 

0〜1500馬力に達し、. 2000馬力級 

も実用になったので、第二次大戦の戦閟 
機は時速5 〇 OJを越えるのが当たり前 

になり、末期には700gl刖後になった。 

空戦の基本は2機によるペア 
S通信機の装備により 

ペアの協調性がアップ〜 

このように性能は向上していたが' 空 
戦の基本は第一次大戦と変わりなかつ 

た。大戦の前にスペイン戦争でK109 

を実戦に使ったドイツ空軍は、左右約2 

〇 〇 mの問隔をとったリ^~ダ^^と僚機 
(空戦時にはリーダーの背後に目を光ら 

せ援護する)の2機から成るロッテを基 
本単位とし、それを2つ組み合わせたシ 

ユバルメを戦術H位としたが、それは第 
一次火戦でォスワルドルケが提唱し、 

ほかの国も使うようになったラィン.アブ 
レストと基本的に同じであった。 

空戦にはチームを組んで当たった方が 
効果的だというのは第一次大戦で戦い始. 

めて各国がすぐに認識したことであっ 
た。保S数が少ない時期にはiで出 

ることもあり、また腕に觉えのある 

エースが獲物を狩りに行くように単独 
行動を取ったりもした。また、編隊同士 

の大規模な空戦になるとリーダーの姿 
を捕捉し続けるのが難しくなり、_は 

臨機応変に不利な態勢にある味方機を 
助けたりしたので、ペアによる戦闘とい 

う印象が薄くなっているが、それが基本 
とされていたことに間違いはない。 

ただ、第二次火戦のロッテで違うのは、 

旋回半径が大きくなったことに対応して 
間隔をntたことと、通®が装備され 
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第二次大戦のrバトル•オブ•ブリテン」でドイツ空軍の 
Bfl09と壮絶な空中戦を繰り広げたイギリスのスピットファ 
イア。初飛行は1936年だが、度重なる改良と優秀な口_ 
ルスロイス♦マーリンエンジンを搭載し、見違えるような高 
性能機へとステップアップをしていった。1948年まで生産 
が続けられ、その総生産は2万機を超えた(写真：編集部 

ジエット機による空中戦の時代へ 

糧_\ 

ま、っのでは、チヤンピオンにはなれない。 

機銃は後ろから撃ってくる 
〜後方視界は重要だ〜 

も、っ少しJJかいところまで話を広げる 
と、後方視界がある。第一次火戦の戦闘 

機ではパイロットが11放式の座席から首 
を突き出していたが、戦_が」咼速にな 

つてくるとキヤノビーで-iれた密閉式 
になり、抵抗を減らすためにキヤノビー 

後方を胴体の線に含わせたレザーバック 
型の；^計がトレンドになった。そのため 

後方が見にくくなっ 

ていたが、それがmっ 
ていたょり空戦で大 

きなハンデイとなるこ 
とが分かった。不意打 

ちを避けるためにも、 
敵に追われてpj避機 
動のタイミングを判断 

するためにも、後方 
が見やすい方がいい。 

バックミラ^~をつけて 
も不十分なので、スピ 

ットフアイア、P -犯、 

P-況は生遊の途中 
で設計を変更し、水 

滴型キヤノピーをつけ 
るよ、っにした。ドイ 

ッの研109や.,-—_ 

90はキヤノピーを 

ふくらんだ形に変え 

て対処している。 

火戦後期に開発さ 
れた戦闘機がみな 

水滴型にされたの 
はいうまでもない。 

より強力になる 
搭載兵器 

〜射撃をサボ—卜 

する照準器も 
進化を遂げた〜 

防御に続いて攻 
擊、つまり武装につ 

いて見ると、第一 
次大戦では7 • 71機関銃が用いられた 

が、第二次大戦では初期にはまだ？ァ 
麵も一部で使われていたものの、2ナ_ 

もしくはAIが主流になった。末期には 
ジェット戦關機；|^6 2のように0|機 

関砲4門という強力なものも登場してい 
る。 

さて、いくら機体の性能が優れ、パイ 

ロットの操縦の腕もよく、武装が強力で 
あっても、弾丸を敵に命中させられなけ 

れば意味はない。「風防の枠に機影が一 
杯になるくらい近づいて撃てばはずれっ 

こない」と語るエース•パイロットもいる 
が、それは空中射撃の難しさを語ってい 

るともいえよう。直線飛行をしているH 

標を真後ろから狙うのなら、地上での標 
的_のように、距離に応じて着弾点が 

下がる量を計算に入れるだけで済むが、 
旋回していたら弾丸が到達するときの位 

置を予測して、g標の少し先を狙わなけ 
ればならない。 

第二次大戦で広く用いられた光学照 
準器は、反射ガラスに二重あるいは三重 

のリングを投影し、パイロットにはそれ 

が無限遠に見えるようになっていた。目 
標の距離と動いている方向、速度に対応 

して、それなら目標がリングのこのあた 

りの位^に来るように、といった具合に 

第一次大戦の鉄製のリングとビード(こ 
れがリングの^<に来るようにして目の 

位置を機軸に合わせる)の照準器と変わ 

らないが、ずっと見やすくなっていた。照 
準器の屮には射撃するつもりの距離(左 

右の主翼につけたガンの射線が交わる距 
離)と目標の翼幅をセットすると、リン 

グに交わるバーの幅が変わり、それに機 
影が一致したら所定の距離であること 

が分かるといった工夫を盛り込んだもの 
もあった。 

そうした照準器の見やすさ、使い勝手 

が射擊の命中度に少なからず影響した 
と思/っが、統計に表れるようなことでは 

ないので、どの程度の差をもたらしたの 
かは定かでない。しかし、大戦後期にイ 

ギリスで実用になったジャイロ.ガンサイ 
卜Mk,2 (米陸軍もK - Mとしてライ 

センス生産し、P - _1などに装備)にな 

ると、部隊の擊墜率が上がったという明 
,_|な効果のほどを示している。これだと 
反射グラスに投影されたレテイクル(動く 

ようになっている)をEH標に盟ね、5秒問 
ほどそれが外れないように機体をコント 

ロールすると、見越し位置への射撃が可 
能になる。，：E機の動きをジャイロが感知 

し、それに基づいて相手の未來位置にレ 
テイクルを動かす仕組で、距離情報はパ 

イロットが1,g疋しなければならず、激し 

く左右に蛇を切り返しているような相手 
には利用できないが(そういうときは同 

時に投影されている通常のリングを使 
う)、かなり遠くで旋回しているような 

E標には威力を発揮する。 
イギリス空軍で最高の撃墜数を記録 

したジョニー•ジョンソンは、レテイクルを 
目標に合わせて待つのがかったるいと' 

自分のスピットファイアには従来の光学 
照準器をつけたが、ベテランだからそ、っ 

したことをするので、射撃の腕が平均以 
下のパイロットでも遠距離射撃でベテラ 

ンなみに八叩中弾が出せるようになったこ 
とに大きな意義がある。照準装置がも 

っと進歩して複雑になった時期に、故障 
も増えたのに腹を立てたあるべテラン- 

パイロットが、 「こんなのはいらない。 風防 
にガムを貼り付ければすむことだ」と毒 

づいているが、もちろんガムは空軍のご用 
達にはならなかった。 
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朝鮮戦争におけるF-Q0Fの圧勝 
〜武装と照準器、 

そしてパイロットの差が出た〜 

ジェット戦闘機は大戦末期に登場した 
が、ジェット機間-Hが戦ぅことになったの 

は1950〜1955年の朝鮮戦争であ. 

った。その日.取初は1950年n月7ZIで、 
米空軍のF-QがMiG -巧を®墜した 

と提いあいだ伝えられてきたが、近年に 
なって明らかにされたロシア側の記録で 

はそのMiG -历は基地に帰投し、F - 

Q を擊墜したと報告したとされている。 
お互いに戦果をォ^~パ-~ •エスティメ'~卜 

(過大評価)していたわけだ。 
ともあれ、朝鮮戦争に姿を現したM 

争において、ソ連空軍のMiG—巧と戦鬪を 
繰り広け、圧倒的な^一を保つたノースアメリカン 

FI0FセイバI。第二次大戦後、アメリカで開発 
されたジェット戦麗の中ではもっとも優秀で、そ 

の名を知られる戦闘機である(fliHlI; :USAF) 



艦上ジェット戦闘機として空軍のジェット戦闘機の性能を上回 
つた初の機体、チャンスヴォートF8クルセイダー。1955年に 
初飛行した際にマッハ1を超え、その高性能ぶりは早くから喧 
イ云されていた。ベトナム戦争では全部でのMiGを撃墜し 
ている（写真：編集部） 

F4ファントム丨丨らとベトナム戦争で戦った好敵手、MK3-21フ 
ィッシユベッド。コンパクトな機体で軽快な運動性を有し、総 
生産機数は1万機を超え、使用国は50ヶ国以上というべスト 
セラー機である。写真はかつてフィンランド空軍の主力機と 
して活躍した同空軍のMiG-21D (写真：編集部） 

現在、航空自衛隊で使用しているF-4ファントムIIは 
1963年に1号機が初飛行に成功。当初空対空ミサイ 
ルのみを搭載していたが、折からのベトナム戦争にお 
ける戦闘で機関砲の必要性が判明し、E型から機首 
に20mmガトリング砲が装備された。ベトナム戦争中 
にはF4に搭乗するパイロットからエースを輩出してい 
る。総生産機数は5000機を超える(写真：編集部） そして超音速時代の空中戦へ 
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iG -qがそのころ極東にいた米空軍な 

どの戰闘機をはるかにしのぐ性能を備 
えていたため、急遽アメリヵ本国から新 

鋭戦闘機F-部が運び込まれ、両機が休 
戦まで激しく戦い続けたことはご存じ 

のとおり。アメリヵではF-部がQ対1以 

上の撃墜'/被擊墜率を記録したとして 
いる。北側で参戦したロシアと中国の記 

録がかなり明らかになったものの、北朝 
鮮がまったくと言っていいほどMiG - 

^: の戦趿記録を公表していないので、 双 
方の記録を突き合わせての検証は小十 

分にしかできないが、F -部が7対1程 

度の勝率を収めたのではなかろぅか。 
性能的には一長一短で、総合的にそ 

れほど差がないのに、これほど戦果に開 
きがでたのはいくつかの要Nがある。M 

iG -1£3の武装が^7_>< —|と3_乂2と 
対爆嘴機を主体に考えたものであったの 

に対し(それでB ,tlにはかなりの打撃 
を.：-1えたが)、F -部は2.7麵><6で、 

八几射弾数が格段に多かったこと、照,器 
はMiG - mがイギリスのMk.2と同 

程度のジャイロ •ガンサイトだったのに対 
し、F-部のものはレーダー測距装跋をnj 

い距離入力の精度が卨かったこと、F丨 
部がGスーッの使用では 

先んじていたこと(北側 

も戦争の_には1Iいた 
可能性があるが、定かで 

はない)などがあるが、 
最大の要mはパイロット 

経験豊かな 
パィロットが 

多かつた米空軍 
〜米空軍と 

ソ連空軍のパイロット 
交代法による 

キルレシオの差〜 

米空軍には第二次大 
戦の実戦経験を持つパイ 

ロットがまだかなりい 
た。最初の数回の戦闘出 

撃をこなしたら、生き延 

びる確率が格段に増すと、第一次大戦 
でも第二次大戦でも言われ、それは朝鮮 

戦争や、のちのべトナム戦争にも通じる 
ことだった。たった数！：で操縦技景がそ 

んなに上がるはずがないが、状況を冷静 
にMられるようになるので' 敵に^-^を 

つかれたり、馬jfな行動をしでかすこと 
が少なくなるのだ。^4^エ軍では新人をベ 

テランの僚機につけ、指導を受けられる 
よ、っにした'」経験を粒んだらリーダーと 

なり、別の新人がそれにつく。 
ソ述空軍にも実戦経験苕はたくさん 

いたが、米空軍が部隊はそのままでパィ 
ロットを少数ずつ継続的に入れ替えて、 

経験の伝授が滑らかに続くようにした 
のに対し、ソ速は朝鮮に派造する部隊を 

丸ごと入れ替えるガ4<をとった。講演な 
り文書の形でF -部との戦®経験が後 

続部隊に^一えられたろうが、軍のよ 
うにm場で指Wするのとは効lにかな 
りの違いがあったろう。 

中期から数では主力となった中国空輩 
の場合は、空艰ができてから：：：：が浅く、 

ベテラン乘员が少ないうえ、戦111経験が 

なかった。そしてやはり部隊入れfcえ方 
式を取ったので、新しい部隊が到着する 

としばらく損宵が増大した。北朝鮮空 
軍も同様で、戦争朱期にMiG - B航 

空団を編成したものの、一方的に損失を 
重ねたように思える。 

戦闘機に 
求められるものが変化する 

S運動性よりも速度と上昇力が命〜 

超咅速戦關機の時代になると、速度 
と上羿力に重点が置かれ、運動性はあ 

まりかえりみる顧みられなくなった。 
それは戦y機に•愛求される役割が瘦ゎ 

ってきたためだった。 
まず求められたのは^^^を附tする 

迎攀機だった。第二次大戦でも爆喂機に 

対する防衛は愈要な課題で、夜間のi 
に対応するため、実川化されて問もない 

レーダーを搭載した夜問戦關機が使われ 
た。だが、核爆弾が赍場して释糧の破 

努が桁違いに増火すると、その迎撃が 
各国空軍の段優先課題になったである。 

米空軍はF -Q、F -4F -部のレ 

1ダー装備fIJといった迎撃戦u機を总い 
で配備する一方、超音速性能を備えるF 

-102の開猫を進め、さらにその発速 
型F -1G6、戦術戦關機F -101を 

複廝にした防空戦_^[JF -101Bも 

ジェット動力の高速迎喂機XF -1.03 

やマッハ3の長距離迎g^YF-.08を 
計画し、80-]と冋系列の丫卩-2八 
を試作もした。これはわずか十数年の問 

になされたことで、冷戦とはい、つものの、 

軍m機の開発.生Mに関してはまさに戦 
時と同じだった。原爆を積んだソ速の爆 

¥機がいつ来襲するかも分からないとい02 

う恐怖がアメリヵを覆っていたのだ。 

その一方で戦略核攻撃力の増強に力 
が入れたのはいうまでもなく、B -g、 

B -7B -0B -犯、B - s と爆幣 
機が矢継ぎ早に開発•虫産された。 

来る〃核"全面戦争を想定して 
〜戦闘機にも爆弾倉が装備される〜 

そして戦術航空部隊も核による全而 
戦ノ—相光疋して装備が整えられた。F - 

斛ゃF -部に小观化が進んだ核燦彈の 
運1-j能力が付加され、F -部の血を引く 

制空戦關機として開発されたF-lo 

〇や、渾擊機を援護する妊犯—画の 

針画がベースになった卩-101は、戦闘 
爆撃機として使われることになる。そし 

て戦U機というものの胴体に爆弾倉(も 
ちろん核爆弾圯)を持つド-105、可 

変翼のF -111が開発された。 
敵の戦岡機と戦う状況も想定された 

が、どちらも超音速で飛行していたら、 

敵を見つけてからすれ違うまでわずか 

な時問しかなく、旋71半徉が亦常に人 
きくなるので、ドッグフアイトと呼べるよ 

うな戦yにはならない。それに戦閊機の 
新しい搭載兵器として空対空ミサイルが 

実用化したので、それを喂ち合うだけで 
決着がつくであろうから、運動性はさほ 

ど必耍ないと考えられた。防空用戦麗 
は早い時期から武装をミサイルだけに 



1970年台に実用化された、主翼が動く可変翼機として一斉を_ 
したノースロップ•グラマンF-14トムキャット。現在アメリカ海軍では、 
トムキャットからF/ル18E/Fスーパーホーネットへの機種更新が進め 
られており、厚木基地のVF-154に配備されてし、るF-14を見られるの 
も後2、3年とし、われている(写真:NothropGrumman) 

F-15の後継機ネ重となるべく、現在試験が行われているロッキー 
ドマーチン•ボーイングF-22ラプター(写真：USAF) 
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軽量な機体に強力なエンジンを 
装備した、空対空、空対地戦闘 
をこなすマルチロールファイター、 
ロッキードマーチンF-16ファイテ 
ィングファルコン。総生産機は 
4000機を超え、22ヶ国で使用す 
るベストセラー機(写真：USAF) 高しゝ機動性をもった「戦闘機」の時代 

とMIG -2yを開発し、フランスはミラ 
1ジユ2000を牛一んだ。それらより新 

しい世代に厲するグリペンやラファ_—ル、 

タィフーンなども、優れた空戦能力+か 
なりの対地攻繫能力といぅのが基本理 

令)になっている。 
運動性向上への新しいアプローチとし 

て、機体を尖速状態にして^装置 
ですばやく向きを変えることが研究さ 

れ、それをつけたフランヵーが実用の域 
に達したことを思わせる凄い飛行ぶりを 

デモ飛行で見せるまでになっている。それ 
にどのくらいの戦術的価値があるかど、つ 

かはまだはつきりしないが、その能力を 
持っていた方が有利なことは間違いない。 

これからの空中戦における 
キ—ワIドは"ステルス性" 

〜見えないところで 

敵機を撃墜する時代へ〜 

空^Rの強化は機体だけでなく、搭 
戦ミサィルの能力向上、戦關状況の^一 

を.^^にするディスプレーといった装備の 
而でも進行している。また、Aw Acsに 

よる戦闘指揮やデータの送達といった運 
用hの変化が空戦にも大きく影Wして 

いることはいうまでもない。湾岸戦争で 
多！！籍軍が空戦で圧倒的な勝利を収め 

たのは、戦Sの性能や乗員の質だけで 
なく、AWACSの支援があったからだ。 

空対空ミサイルについて見れば、赤外 

線iの短射程ミサイルはかつてのよう 
に目標の後方からでなければ発射でき 

ないような原始的なものではなくなり、 
此刖方からも狙、つことができ、しかも機首 

が^jいている方向のずつと脇まで発射可 
能領域に広げたものが生み出されてい 

る。内蔵したレ^~ダ^~でH標を追うアク 
テイブ.レーダー誘導ミサイルは、以前は 

非常に大型でF - Wしか用いていなかつ 

たが、ずつと小型化が進んだのでF -比 
のような小柄な戦闘機 

でも搭載できるように 
なつている。 

今後の空戦をどう変 
えることになるのか注 

されるのはステルス性で 
ある。初の本格的ステル 

ス制空戦闘機であるF 

-2は、速動性も高いと 
ころを羾つているが、ドッ 

グファイトに人る前に相 

手をみな片付けてしま 
うのが0標だとしてい 

る。接近峨の武器である 
機関砲を保持しているので、视嵇外戦闘 

だけで済ませられるとい、フrz信はないよ 
うに思えるが、機動性に加えてステルス 

という大きな利点を持つF -2が世界最 
強の鞔闘機となることは問違いな 
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F-14F-I5F-I0の登場 
〜高い機動性と 

戦闘爆撃能力を併せ持つ〜 

それからあとのことは、読者の赀さ 
んはよくご存じだろぅ。F - Mは長5^ 

ミサィルを主兵器とする艦隊防空戦闘 

機たが、敵の戦闘機を制:することも％プ 
えて格闘戦にも強い戦^^とされた。F 

-历のぅたい文句は「いかなる敵も制圧 
できる戦U機」。F -^が制空戦闕機と 

して最高の能力を求めて大型.高価にな 
ったに対し、機数を揃えるにはもっと小 

柄な戦MT機を併用する必要があるとF 

-扔やF\A -Qが作られた。 
高い機動性を持たせるのにパヮーの太 

きなエンジンを搭載し(機体の推力虚量 
比を大きくする)、大きめな主翼を用い 

る(興面荷觅を低くする)ことになったの 
で、外部に搭戰できる丘ハ器の量も多く、 

戦11爆撃機としてもかなりの能力を備 
えるから、F -gやF\A -Qは世界の 

多くの国で使われることになった(F - 

qは高ljlなので使用国が少ない)。 
そのあとを追ってソ連ではF - bやP 

に対抗する戦闘機としてs U -7 

していたが、米海軍の艦上防空戦闘機と 
して開発され、その搭載最の大きさから 

戦闘爆幣機としての役割も担い、空軍に 
も採用されることになるF - 4ファント 

ムが、機問砲に決別したのも格關戦はも 
う起こらないと考えたからだった。 

ミサイルオンリ—から 
機銃へ逆戻り 

〜べトナムの教訓…… 

ミサイルは百発百中ではなかった〜 

しかし、中取戦争やべトナム戦争でそ 
れが間違いだったことが明らかになった。 

超音速性能を持つF -1.05でも、通常 

爆撃のために機外に爆弾を吊り下げれ 
ば亜音速でしか飛行できず、そこを襲わ 

れるとMiGのような旧式な戦闘 

機に撃墜されてしま、っ。敵の戦^^を排 
除しなければ爆撃作戦を阻害されるの 

で、護衛戦^^がそれと戦うことになっ 
たが、nうように制圧できなかった。 

まずミサイルの命^-^十がひどく低かっ 

た。もともとが^^機を主！！！！標にしてい 
たので機動性が•个足することもあった 

が、篇性が低く、さらにパィロットが空 
戦訓練をろくにやっていなかったから、当 

たるはずのない角度から撃ったりしたの 
で、命中率は慘檐たるものだった。 

また、ミサイルには最低発射距離とい 

うのがあり、あまり接近すると発射でき 
ないので、格蹋戦では機関砲が有効であ 

ることも分かった。ぺトナム戦争の初期 
に一番活躍したのは、m日のような戦圆 

機の色合いを残し、機閲砲を備えていた 
F - 8だった。空軍ではF , 4にガンボ 

ッドをつけて当呢をしのぎ、急いで機関 
砲を装備するF - 4Eを開発させた。 

空^斯練を強化したことなどがあい 
まって、最終的に米軍対北ベトナムとの 

空戦戦果は2対1裎度になったが、削鮮 

戦争のMiG -巧と问類のMiG - U 

や、F - 4よりずっと小型•で装備の劣る 
MiG -1などを相手にしての話だか 

ら、猛烈な反省が生じた。空戦性能にm 

点を履いた強力な戦闘機を作らなけれ 
ばならない！ 



大正9 (1920)年4月18日、石川県生れ。昭 
和13 (1938〉年、大日本帝国海軍呉海兵団 
に入団後、0S和15 (1940)年、第49期操縦練 
習生卒業。大分空、大村空を経た後、空母 
「赤城_!「翔鶴」に乗り組み、太平洋戦争開戦 
を迎える〇ハワイ' インド洋、珊瑚海、第二 
次ソロモン、南太平洋の各海戦に参加後、 
大村航空隊に勤務。昭和18(1943〉年12月、 
ラバウルの204空に配属、その後253空に配 
置換えとなり、ラバウル、トラックの迎撃戦 
に参加。昭和19(1944)年6月、グアムで着 
陸寸前にF6Fヘルキャットに撃墜され重傷を 
負う、入院後、峯山航空隊、横須賀航空隊 
附となり終戦を迎える。終戦時、海軍飛曹 
長,撃墜機数1_(協同を含まず)。現、株 
式会社グランタウン社長。 

航空母艦「翔鶴」。太平洋戦争直前の昭和16 
(1941)年8月8日に竣工した、当時世界最大級 
の空母。太平洋戦争ではミッドウエー海戰以外 
のほとんどの主要な海戦に参加したが'、昭和19 
(1944)年6月19日マリアナ海戦で米潜水艦の 
攻撃を受け沈没した（写真：編集部） 

零戦と空中戦 
日本のエースバイロツトに聞く 
「ドッグファイトJという言葉を聞いたとき、まっさきに頭に浮かぶのが、 
太平洋戦争における日本軍戦闘機部隊の戦いぶりである。 
中でも開戦してから1年ほどの圧倒的な勝利は、いまでも語り草になっている。 
機銃のみしかなかった時代、パイロット達はどのように敵機を撃墜したのであろうか。 
ぜひ、当時のバイロットの方にお話をお聞きしたい、と考えていた編集部は、 
今回幸運にも太平洋戦争で零戦に搭乗した「エース」バイロットに当時の話を伺うことができた。 
ここでは「エース」の称号を得た海軍航空隊パイロットが戦い抜いた、 
戦場でのさまざまなエピソード、そして機銃やそれ以外の「特別兵器Jを使った攻撃など、 
各個人の能力や工夫などが顕著に表れた、太平洋戦争当時の空戦の様子をご紹介する。 
文=編集部イラスト=田村紀雄 

航空母艦「翔鶴」艦上で 
マストをバックに撮影 
(写真：小町定氏提供） 

舰鑑'い;.:： 

昭和15(1940)年頃に撮影された第14航空隊所属の 
零戦11型の編隊(写真：d、町定氏提供） 

海軍のH—スいまだ健在なり 

『H本海軍戦闘機エース』というリスト 
を見てみると、そこにはj海軍のエース 

(5機以上を^^すると与えられる^!:nlr>) 

パイロット達、伝説のエ1ス.西沢広義飛 
曹長や岩本徹三中尉、「大空のサムライ」 

で知られる坂井一一：郎中尉などの名前が 
キラ星のごとく並んでいる。その中に、 

太平洋戦争劈頭のハワイ攻撃からラバウ 
ルの激戦を経て、昭和Q年8n=:yHOB 

-2ドーミネータ1の邀幣までを戦い抜 

いた、小町定(こまちさだむ)飛曹長(階 
級は終戦時)の名前も確認できる。氏の 

撃墜数は諸説によって異なっているが、恥 
機ともg機ともいわれている。 

大正9(1920)策れの小I氏は今 

年で2歳。現在、隶京.蒲U-I駅前にある 
株式会初グランタウンの扣Wとして一儿気 

に活蹯している。今回のインタビューで 
も、！！^に答える小町氏は往時の17&も 

正確で、その話し振りは煺鑠(かくしゃ 
く)としていた。 

余談ではあるが、小町氏の所有するグ 
ランタウンビルの3階には、かつて零戦に 

搭乘していたパイロットの戦友会である、 

零戦搭乘員会の東京本部事務局が置か 
れている。各戦地を慰霊して巡回するな 

どの活動をしていたこの戦友会も、終戦 
からy年経ち、会員の高齢化を理®に今 

年解散される！>^疋となつている。 

渡洋爆撃に憧れてパイロットに 

昭和0(1938)年、诏歳の小町氏は 

広島県の呉海丘ハ団に入団した。人団後 

「兵隊となったからには働き甲斐のある 
让事をやりたい」と、当時、新聞誌面を 

速：〇賑わせていた「渡洋爆解」(註：昭和 
9年7月、：u中戦争の開始と共に海軍の 

邠式陸上攻ffSが南シナ海を横断し、重 
慶、漢口など中国各都市を爆擊した)に 

憧れ、航空機の搭iをR指すことにな 
った。そして厳しい試験をパスした後、第 

Q期操縦練習生として、海軍航空のメッ 
力であった茨城県の霞ヶ沛で猛訓練を受 

けることになった。当時は個人の希望で、 
機種を選べる状況ではなく、担当の教官 

が適性を判断し、戦閱機や爆撃機、攻¥ 

機などのコースに振り分けたとい、っ。た 
だ、小町氏は飛一経に乘れるのなら、な 

んでもいいと思っていたそぅである。 
そこで氏はめでたく戦疆の搭乘員と 

して選抜され、百里ヶ原でo式中間練習 
機、大分航空隊で複葉の阳式艦上戦闘 

機、単葉のg式艦h戦闘機に搭乘した 

後、大村航空隊で零戦に初めて搭乘し、 
昭和6(1940年に航空母艦「亦城」乘 

り組みとなった。零戦に初めて乘ったと 
きには、％式艦戦よりドシッとしていて安 

定性がよく、大きな飛行機だなぁと思っ 
たそぅである。 

この後、昭和S (1941)年5月には 

当時最新鋭の航空母艦「翔鶴」の飛行隊 
へ転任し、2月8nのハワィ真珠湾攻撃 

に参することになる。ちなみにこの開 

戦劈頭の戦いで小町一等飛行兵(以下、 
階級は当時)は母艦(「翔鶴」)の上空直衛 

任務に就いている。 

Jまちさだむ 



格闢戦に維対の 
自信を持っていた零戦搭乗員 
太平洋戦争開戦前、特に日中戦争からのパイロットは自分 

なりの技を生み出し、巴戦といわれる1対1の格關戦に絶対の 
自信を持っていた0事実、日中戦争などで経験豊富なパイロ 
ット達は開戦後半年ぐらいまで、連合軍の戦闘機を圧倒的な 
比率で撃墜していた^ 

しかしながら、この緒戦において格闘戦で勝ちを収めてい 
たのかというと、そうではなかったようである。実際の空戦に 
おいては敵をいち早く発見し、格闘戦に持ち込まずに敵機の 
後ろにつけ、サッと撃墜する、というのが上策であったという。 
しかし、日本軍がアドバンテージを保っていたのは、開戦 

後1年ぐらいまでであった。昭和17(1942)年の半ばぐらいか 
ら、連合国側は零戦を研究しr-撃離脱」という戦法を採り始 
めたため、絶対的優位を保てなくなったのである。この一撃 
離脱というのは、零戦などのはるか上空の離れたところから、 

銃を撃ちはじめ、降下しながらそのまま離脱すると 
いう戦法である。機銃を撃っている相手に気付き反撃を試み 
ても、機体構造がそれほど丈夫ではない日本軍の機体は、そ 
の降下速度についていけないのであった。 
特に、山本五十六連合艦隊長官が搭乗していた一式陸上 

攻撃機を撃墜したことで有名なP-38(双胴•双発の戦闘機)な 
どは、太平洋麵に登場した頃、零戦に格闘戦を挑み、簡単 
に撃墜され日本軍パイロットからrぺ口 8」などと呼ばれていた 
が、この一撃離脱の戦法を使うようになってからは、その頑丈 
な機体と高い降下速度を生かし、日本軍機を悩ませた。そし 
てF6FヘルキヤツトやP47サンダーボルト、P-51ムスタングな 
どが登場する大戦中期から後期にかけては、その圧倒的な性 
能の前に零戦は不利な戦いを強いられたのであった。 
またある時期から、アメリカ側は戦_臟部隊を二手に分け、 

高度差をとり戦いを始めた。これは、日本軍機が下に位置す 
る戦闘機に挑むところを上空から一撃離脱で攻撃する戦法 
で、目の前の敵機を追うのに夢中だった日本軍機は、上空か 
ら降って来るアメリカ軍機に気付かず、撃ち落とされたとい 
%格闘戦に絶対の自信を持っ歴戦のエースと言われる人 
たちが撃墜されたのもこのパターンが多かったという。 

小町氏が初撃墜を記録した、イギリス空軍のスピットファイア。バト 
ル，オブ•ブリテンでドイツ空軍のBf109を撃退Uその名を欲しいま 
まにしたが、太平洋戦線では格闘戦で零戦相手に不利な戦いを強い 
られた(写真：イギリス空軍） 

20mm機銃0威力のほど 
さて、零戦といえば'20m_銃の破壊力が喧伝されていた 

が、実際のところはどうだったのであろうか。 
零戦が搭載していた機銃は、操縦席前に7.7mmが2丁と主 

翼内に20mmが2P1ずつ。Z7mmは直進性に優れてし、たが(初 
速が毎秒1000メートル〉、1発の威力は少なかった。ただ、機 
銃弾は徹甲弾、焼夷弾、曳光弾が交互に発射されるようにで 
きていたので、7.7mmといえど焼夷弾に燃料がつけば、火を 
吹く理屈であったが、1点に集中して当たらなければ効果がな 
かったため、実際には難しかったようである。 
逆に20mmは初速が遅く (毎秒700メートル)、風圧の影響な 

ども受けやすく直線弾道を得るのが難しかったとされている 
が、炸裂弾が含まれており、敵機を仕留めるときには近距離 
まで近づき射撃をすれば威力は絶大であった。ただ、開戦当 
時使用していた零戦21型は20mm機銃の銃弾搭載量が各門 
6051ずつしかなく(52型から120発になった）、それこそあっと 
いう間に打ち尽くしてしまうため、無駄撃ちはできなかった0 

/J通I氏によれば、ここぞという時に近距離から20mm機銃 
を発射し敵機を仕留め、逆に7.7mmは威嚇などで使用したと 
いう。また、敵機を撃墜する際はエンジンや主翼付け根など 
細かいところは狙わず、機体のド真中を狙って撃ったという。 

真珠湾攻撃の第-次攻撃に向かう航空母艦「赤 
城jの飛行甲板上の様子。零戦とその後方には 

Q式艦爆が並ぶ(写真：小町定氏提供) 

ハワィ攻聲の後、ニューギニ 

アに展開。ここで小町一飛は 
初めて敵の航空^^§i 

——^見る。この時は1機の 
輸送機を発見するやいなや、 

多数の味方機がょってたかっ 
て攻擊し、聲墜している。こ 

の後、インド^iに参^r 

そこで小町一飛は^#:を記 
録する。 

初の撃墜機は 
欧州戦線の雄 

"スピットフアイア" 

小町一飛は、昭和7194 

2)年4月9日に行なったセ 
イロン島(現スリランカ)トリ 

ンコマリ方而攻搫で兼子正火 
尉(歷ハ8期)の3^^として 

出撃した。この日、初めて敵 
の戦關機と対戦した小r機 

は編隊長の右後方に位置し 
戦場を駆け回っていた。そん 

なイギリス空軍との激しい戦 

11の最中、小町機は編隊の左 
急旋回に付いていけず、一瞬 

離れてしまい、そこを後上方より、欧州 

戦線で名をはせたイギリス空軍のスピッ 
トファイアに狙われた。万事休す！とい 

ところだったが、スピットファィアは才 
1バースピードのため^^のチャンスを逃 

し、それどころか逆に小町機の前にフラ 
フーフっとでてしまった。そこを小町一飛が 

攻撃、見事初撃墜を記録した。 
つづいて、5月7nから〇〇日にかけて行 

なわれた珊瑚海海戦でも、小町三^^飛行 
兵曹はF4Fワィルドキャットを2機、S 

JD卜1ントレスを^—墜。このの 
n本軍機は性能の面でアメリヵ軍より優 

位にたっていたが' それよりも気分的に 
呑んでiしたため、iを発見すると 

みんなでよってたかって撃墜したという。 
今の言葉でい、っと「行け行けどんどん」と 

いうところであろうか。 
この珊瑚海海戦では「翔鶴」が被害を 

受け、修理のため、昭和7(1942年 
5月、呉に帰港した。その後急ピッチで 

修观を終えた「翔鶴」と共に小r一一：飛萌 
は〇〇月4,日の第二次ソロモン海戦に参加 

した。 

キリモミで敵機の 
攻撃から逃れる 

第二次ソロモン海戦の後、Q月Q日に 
「翔鶴」は®太平浮iに参油。このHの 

柴戦で小町三fは茜しい戦いを強いら 
れることになつた。 

このnは翔鶴を離艦した後、小町三飛 

曹は敵機と交戦に入った。空戦中、高度 
4000メ1トル付近でQ機近いF4F!> 

ィルドキャットに囲まれ、攻撃を回避し 
ている、っちに高度8000メートルまで 

上昇。8000メ^ —-ルまで上昇すると 

空気が薄くなり、零戦の性能が低下する 
ため、これ以上は危険と判断した小町三 

飛曹は敵から逃れるため、フットパ10フ 
ダーペダルi方，jj航を動かす)を臟飛ば 

し故意にキリモミ状態に入り、高度lo 

00メートルまで3、4回キリモミを操 
り返し、敵機を振り切った。やっとのこと 

で鑛の重囲から逃れたのはょかったが、 
気付くと周りには味Sが1機もいない。 

やむなく帰投しょ、っと、^に来た方向 
と反対方向を目指し、小r機は飛び始め 

た。零戦には航法装置など積んでいるわ 
けがなく、また、母艦は艦載機が発释後、 

敵からの^^V」避けるため.个足の針路を 
航行しており、どこにいるかわからない。 

小町氏の表現を借りると母艦を！HI指し 
て「あてもなく」飛びつづけたのである。 

普通ならばここで「海の藻屑」と消え 
てしまぅところだったが、天は小町三飛 

曹を見抬てていなかった。実は、空戦時 
に落とすべき増槽タンクを落としていな 

かったため、帰りの飛行が可能となった 
のである。通常、空戦に人る前には胴体 

下の増槽は邪魔になるため切り離すの 



B-24編隊を撃滅せよ！三号爆弾投下！！ 

三号爆弾を使用し、迎撃したB-24リベレーター0防御用の機銃は1000m B-24の編隊上空で爆発した三号爆弾。投下後、散弾が傘状に拡散した 
ぐらいの距離から撃ち始め、意外と狙いも良かったという(写真：米空軍） （写真：「丸」編集部） 

どの型の零戦が 
使いやすかofcのか？ 
零戦には初期の11型から始まり、各種の改造を経て 

21型、22型、32型、52型などがあったが、よく零戦パ 
イロットが「零戦の21型はよかったが、52型は重くてあ 
まり好きじゃなかった」「32型はあんまりよくなかった」 
などというのを聞いたこともあり、小町氏に「好きな零 
戦の型はありますか？」と聞いてみたところ、『特に好 
きな零戦の型というものはなかった』との答えが返っ 
てきた。ちなみに小町氏は全部の型に搭乗している。 
また、戦争後期になると機体部品を作る工場などで 

熟練工が徴兵などで不足し、エンジンや機体の故障頻 
度が高くなったということもよく言われているが、小町 
氏はそのような経験もなぐいつも不安なく戦いに臨 
めたという。 

だが、この日は^Mのあまりその操作を 
忘れてしまいそのまま敵機と交戦してい 

たのだ。これは•$中の幸いだった。も 
しこの増梢がなければ帰投する燃料がな 

かったからである。 

そしてi機で飛びつづけること約3時 

間、太陽が沈まんとする海原の^-jこうに 
味方の艦隊を発見した。残念ながら航空 

母艦は見当たらなかつたが、蛭巡と駆逐 
艦が5隻が準縦陳で航行していたのだ。 

「これで助かった。着水して助けてもらお 
う」と軽巡の脇に着水をし、拾い上げて 

もらおうと思つたところ、なんとそのま 

ま艦は行ってしまうではないか！着水し 
海に浮かぶ小町三®は、ひとり海上に 

取り残されてしまつた。ならばと着水時 
に外れた増槽につかまろうとしたが、大 

きすぎてつかまることができない。もうど 
うにでもなれと破れかぶれになり、海の 

上に太の字になってプヵプヵ浮かんでいた 
ところ、ぁたりが闇に包まれた頃になり、 

駆逐艦が探照灯を照らして戻ってきた。 
助けに来てくれたのである。そして今度 

は正真正銘、無事救助されたのであった。 
こうしてこの日、小町三^は二重三 

重の幸運に恵まれ、戦闘を生き延びたの 
であった。 

激戦の地〃ラバウル"での死闘 

南太平洋海戦で小町三飛曹が帰艦す 

ることが出来なかった「翔鶴」は軟機の攻 
撃を受けて損傷を受けていた。そのため 

「翔鶴」は修理を受けるべく1月6日、横 

響に_同時に小町一誓靈_ 
海戦後、一階級上がり二^^となるべき 

ところ、1月Insertで階級の^:が変吏 
されたため、従来の二1日は 一^inとな 

り、従来の一譜Iは上馨となった)は内 
地の大i空隊へ_し、いったん戦場を 

離れることになった。「翔鶴」退艦の際、艦 
長の有馬正文大佐が訓示で「君達の仲間 

をたくさん死なせてしまい、_し訳ない。 

いつか仇を取る」と語ると、艦長以下歴戦 
のパイロット達も開戦以来の戦いの口々を 

思い出し、涙が^Kと流れたという。 
大村航空隊では教官として後進の指 

導にあたった。ここで教えたパイロット達 
がこの後、ラバウルなどの戦場でいっしょ 

に戦うことになる。 
大村で約1年を過ごした後、ラバウル 

で激戦を繰り広げていた204航空隊に 

転勤。その当時、激戦を繰り広げるラバ 
ウルの204航空隊は「パイロットの墓場」 

と言われていた。小町上is糖した 
そのnから毎日、空戦に明け幕れる日々 

を過ごすことになる。ラバウルには一度 
に200機から300機のB -4が攻撃 

にくることもあり、ラバウルの空がB - 
4 で埋め M ミされていたとい、っ。 ここで、 

苦肉の策として登場したのが、小T上飛 
曹の名を高らしめた、三号爆弾を使用し 

た攻撃である。 

"秘密兵器〃三号爆弾を 
使用しB'を迎撃 

Sの編隊頭hで爆弾を炸裂させ、編 
隊を一網打尽にする-、こんなアイデ 

アのもと、昭和W年に正式採用されたの 
が、九九式3番三号爆弾である。この三 

号爆弾には散弾が144個入っており、 
投下3Sに時限眞目により爆発し、直 

径Q〜loo メートルに散弾が拡散、こ 
れが_の燃料タンクなどに命^^ると 

火災を引き起こすようになっていた。零 
戦ではこれを片翼下に1発ずつ搭載し攻 

擊した。なお、：Sig空機用以外に地上攻 

36 



昭和20年8月17日、ポツダム宣言受諾後に行なわれた日本で最後 
の空戦となった&32ドーミネーター迎撃。関東上空で行なわれた戦 
闘には小町飛曹長も紫電改に搭乗し参加している(写真：米空軍) 

小隊钃成は3機と4機の 
どつちがよいか 
太平洋戦争が始まったとき、日本軍の飛行隊の最小 

単位である小隊は3機で構成されていた。日本軍でも 
日中戦争までは1対1の戦闘を行なっていたが、戦果 
がなかなか挙がらなかったため、3機で小隊を組むこ 
とになった。これは長機が攻撃をしかけ、2 _ 3番機が 
後方を注意しつつ、第2撃、第3撃を仕掛けるというス 
タイルである。この場合、戦闘中もなるベく3機で行 
動を共にするようにしたが、激しい戦闘の中で、3機が 
行動を共にするのは大変だったようだ。 
それに対してアメリカ軍は開戦時から、現在と同じ 

ように2機を最/J、単位としており、2機のペアが一組で、 
2機のペアを2組で1小隊としていた。この場合、戦闘 
中は2機がお互いの後方をカバーリングするように飛 
行した。ラバウルなどで激戦を繰り広げていた日本軍 
も、アメリカ式の編隊が効率がよいと見て、昭和19年 
の初期にはアメリカの方式に倣って編隊の組織を2 
機+2機としているa 

っていなかった。玉音放送があった2H後 

の8月yin、関東地方に飛来したB 10 

ドーミネータ—の迎幣に上がったのだっ 

た。搭議は紫電改。関東上空と伊豆火 
島の上空で、「直上豪」で機銃にょる攻 

撃を行なったが、槃墜には至っていない。 
そして、この口の、この戦闘が日本海軍 

にとって最後の空中戦となった。 
一般的に終戦というと昭和0年の8月 

巧日と思われているが、日本の連合国側 
へのポツダム宣言受諾通告は8月W 口で 

あり、国上の「終戦」は戦艦ミズーリ 

艦上で終戦合意文書にサィンした9月2 
nである。ょって、国！^に則ると、8月 

y日に起こったB -2との戦闘は特に問 

題がなかったことになる。 
こぅして昭和0年8月y日を最後に、 

太平洋戦争の*頭のハワィ真珠湾攻撃か 
ら、最後のB -恕邀撃まで戦い抜いた小 

ji^§m長は飛^^を操り、戦ぅことはな 
くなったのである。その総飛行時問は約 

2500時間、参加した空戦は180回 
以上、総撃墜数はQ機(協同撃墜含ま 

ず)。そして自身も11撃墜されている。 
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撃用に大型化された三弾もある。ま 

た空中で投下する炸裂弾を総称して「夕 
弾」と呼ぶむきもあるが、夕弾は小型の 

成形炸薬彈を弾子とした撒布弾であり、 

散弾のみを包含した三号爆弾とは種類 
が異なっている。 

海軍は当初、横须賀航空隊などでテス 
卜をし、敵機編隊と反航し高度差100 

メートル、距離7LOO〜1000メートル 

で投弾すれば敵編隊の上空nメートルあ 
たりで爆発するとしたが、戦場では^^ 

の^ifもあり、また，：：と敵の：^ 

も様々なため、各隊のパイロットは独自 
の方法を編み出した。 

小町上飛曹はラバゥルでの戦いで三号 
爆弾を使い始め、独自の1を編み出し 

ている。これは敵編隊の上空約1000 
メートルを同航し、操縦席から見て主翼 

後端にiが見えた瞬間に背面ダイブに 
入り、^^の直上で三号爆弾を投下する 

もの。投下後はそのまま運動エネルギ^— 

を生かし、^^^の編隊の下からそのまま 
編隊の後方へ上昇し、敵編隊後上方から 

Sによる2JI目の^行ぅとい、っも 

のだった(イラスト参照)。 
小r上飛曹は昭和0(1944年3 

月、トラック基地上空におけるB -汹の 
迎擊でも三号爆弾を使用した攻撃を敢 

行。^^前に^^の^^により被弾を受 
け、煙を良きながらもいつものよぅに背 

面ダイブに入り三号爆弾を投下した。こ 
の時は被弾したため、三40^弾の投下後 

のiはできなかったが、この戦いの様子 
が地上の基地から見え、隊員の士気を鼓 

舞したこともあり、帰還後に司令よ^^ 

が影を界又けている。 

日本海軍最後の空戦で 
B-OPを迎撃 

話が前後したが、昭和0(1944)年 
2月、連合艦隊の重要基地であったトラ 

ツク島がアメリカの機動部隊の攻幣を受 
けたため、253空の主力はラバウルの北 

方に位置するトラック島へ移動、防空の 
任にあたることになつた。 

同年6月Q日、マリアナ沖海戰に参庇 

すべくトラックからグアムに向かつた小{[ 

上飛曹は、グアムの飛行場に着陸する寸 
前、グラマンF6Fヘルキャットの^^^ 

を受ける。小T上飛曹の機体はエンジン 
を擊ち抜かれ炎が上がり、燃え盛る機体 

はやがて不_水。小町上i日は顔と乎 
足に大火傷を負い、内地に送還された。 

この火傷により2力月入院した後、京 

都府にあった峯山航空隊に教官として赴 
任、^^f)(1945年6月には！^ 

空隊に_し、8月巧円の終戦を迎えた。 

しかし小町飛曹長の戦闘はまだ終わ 
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2機編隊。これが戦闘機の基本隊形だ! 

J-ダーとウイングマン。エレメント（2機）で飛行するF-15 (PHOTO/Boeina) 

2.戦闘隊形(4機の場合) 

味方も2機' 敵機も2機 
エレメント(2機編隊)で 

戦闘空域に入る 

戦麗の最小行動平位は2機である。 
すなわち「編隊長(リーダー)」と「僚機 

(ウイングマン)」だ。2機での！は 
「エレメント」といい、2機編隊長はエレメ 

ント.リーダーとも呼ばれる。なぜ2機 
で行動するかといえば、空中戦になった 

場合、攻幣態勢を取る機体と掩護態勢 
を取る機体に分かれて戦術を行うこと 

ができるし、周囲の1i範囲も広がるか 
らだ。もし戦^^1機が行^で、敵 

も1機だったとしたら、1対1の空中戦 

になるが、それでは戦Sの性能の良し 
惡し、あるいは一人のパイnットの技量の 

高低で、決着が決まってしまうだろう。 
しかし2機いれば、ウイングマンが园リ 

となって、攻撃態勢に入った敵機の不意 
を付いてリーダーが別方向からiした 

り、あるいは敵機の行動を妨窀IIしたりと 
いう知能贱術ができる。2機が速携すれ 

ば陇術パタ1ンが豊富になり、さまざま 

な状況に有利に導く可能性が倍増する 
わけだ。また、2機ならば1機が敵にや 

られた場合、その状況を報告でき、救出 

活動にも生かせる。 
こうした考えは、敵も同じだ。^}必 

ず2機で行動している。そのため、空中 
戦は、必然的に2対2の戦闘になる例が 

多い。エレメントで空中戦を行、叠口のプ 
ロセスをも、し詳しく見ていこう。 

戦闘空域に進出するまでは、2機の戦 
はリーダーの右やや後方にウイング 

マンが付き、密集した編隊を組んでいる 
はずだ。そして、戦闘空域に入ると編隊 

を戦闘隊形に変更する。 
図1を見てほしい。戦闘隊形ではリー 

ダ彳(#1)とウイングマン(#2)は横方 
向に1〜2マイル程度の間隔を取るが、 

これはその戦闘機がドッグファイトに人 
る速度帯での、旋回半径とおよそ同じ距 

離を保つているものだ。つまり、この状況 
で2機がクロスタ^—ンをすれば、再びほ 

ぼ同じポジションが維持できるし 
くみだ。また、1〜2マイルとい、つ 

のは、お互いがよく视認し合える 
距離で、リ^~ダ~がどんな動きを 

してもウイングマンが追従できる。 
しかも、お互いの後方をカバーし 

て、周囲の警戒範囲を広げられる 
利点がある。この隊形はライン•ア 

ブレストと呼ばれる。 
そしてウイングマンがリ^~ダ^~ 

より、ほんの少し後方にi (パッ 
クオフ)するのは、基本的にウイン 

グマンはリーダーの動きに追従す 
るためである。リーダIの動きに 

対処してマニユーパーを行つたとき、 
自分がリ^ダ^~の前に飛び出てし 

卖つことがないようにする。また、 
L0O 〇 1〇 〇 0フイ^-^-(7)'ハ *—ザ 

カルクリアランス(垂直間隔)は、 
クロスタ^—ンなどで2機が水平旋 

回した場合の安全確保の間隔と 

なる(空中接触が避けられる)。 
図2には、4機編隊で行動する 

場合の戦闘隊形になっているが、4 
機の場合でも、概念は「2機編 

本 
基 

i 
隊 

闊 
戦 

« 

1 

空の上での格闘戦は 
とんなふラに展開されるのか£: 

ドッグファイトの基礎知識 

戦闘機は、 
こ、つして闘/つ！ 

戦闘機同士の戦いが，空の上で 
どのように繰り広げられているのか、 

本当のところはパイロ？^以外誰にもわからない。 
カウンタ— •エアの果てに偶発的に起こると言われる 

現代のドッグファだが、だからといつてやみくもに 
格闘戦が展開するわけではな<、そこには「型」や「技Jといつた 

確かなカタチが存在するはずだ。ここでは、ドッグファ 
すなわち空中での格闘戦が具体的にどのように展開されるのか、 

その基本知識をわかりやす<紹介しよろ。 
文/坪田敦史作図/田村！^ 
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「エアロダンシング4ニュージェネレーシヨン」（セガ）より 

スゴリットS 垂直方向の旋回機動。旋回に入る前に横転して、胞U後の姿勢を保つ 

クロスター、 リーダーとウイングマンが180度の旋回を行う機動 

ドッグファイトは『旋回戦』。 
その基本マニューバーを知る 

すれ違ったら 
ドッグファイトの開始。 

スプリットSで急旋回、 
敵機を追う 

すれ違った瞬間、双方はすぐに急旋回 
マニユ^—{^に入る。ここからがドッグフ 

ァイト(格闘戦)だ。 
瞬間的に急旋回に入る理由は、言う 

でもないたろう。そのまま、双^が向 
かい合って通り過ぎたら戦闘にならない。 

必ず、すれ違った敵機を追いかけようと 
するだろ、っ。追いかけるために旋回する 

のだ。つまり、追いかけ合うことがドッ 
グファイト(格闘戦)なのである。 

敵機の後ろに付けば、敵機の死角にな 
り、そこから攻擊が可能となる。そのよ 

うな状況を敵機が許すはずもなく、敵 

機は逃げ回り、またマニユ1ハーを駆使し 
て、自機(あるいは味_)の後方にi 

しようと回り込む。敵と^^^が、ともに 
後ろに回り込もうとすることで、絡み合 

い、激しいマニューパーが展開されるのだ。 

しかし、すれ違ったそのとき、味方機 

の旋回のタィミングが重要な鍵となる。 
旋回は、すれ違った瞬HJに行うのが一番 
冇利である。旋回の遅れが命取りにな 

るからだが、早すぎてもだめだ。 
敵機を追いかけたいのだから、旋回が 

遅れてしまうと、早く旋回を始めた敵機 
に後ろを付かれてしまう可能性が高い。 

また、少しだけ敵よりも早く旋同しよ 
うとしても、敵機も一瞬にして、それに 

同調して旋回することになるから、同じ 

ことである。それに、あまりにもsHrぎ 
る旋回は、やはり^^に後ろを付かれる 

可能性が高い。この理論は、理解できる 
だろ/っか。 

敵機と水平方向に距離があれば、水 
平方向での旋回(クロスタ1ンなど)が考 

えられる。しかし、至近距離ですれ違っ 

た場合、非常に有利な旋回iとしてス 
ブリットSがある。これは垂直方向に降 

下しながら1.8 〇度夕^—ンするもので、 
簾の後方および下で行、っため、敵のnn 

を逃れやすい。経験不足のパィロットだ 

隊X2」である。#1と#3がリ*—ダー、 
#2と#4はウイングマンである。4機で 

ドッグファイトに入ったとしても、4機が 
ごちやごちやになって行動すると、味方 

も混乱して、最適な戦術ができなくなる 
ため、2機と2機に分かれて連携プレI 

を行、っのが並日通だ。 

敵機発見後' 
敵味方は真正面から 

高速で突進する 
ドツグフアイトに入るまで 

戦闘空域に敵味方の戦_機が2機ず 
つ入つたとしよ、っ。最初'^^の戦闞；T 

rill機がどういう角度で、相手をレーダーで 
^^するかは、いろいろなパターンがある 

に違いない。しかし、敵発iば、敵味 
方は正面から掏#:い合う形に進路を変 rn 

更するだろ、つ。：斜めから接敵(*)する 

jpと、結果的に機体侧_を敵に向けるこ 

1|3一とになりハ^^^方が|しやすい 
m .f,: を畏時間保0ごとになる。そんな状 

^1 ，-二..®^ 
Li 

r 況は、^^とも作るはずはない。また、 
敵機の後ろ方向で敵を発見し、敵がそ 

れを{ 

•.1「歲4,1 

だる！i 
い今ことく 

注*r: ま一 

_れまたあり得な 
近すること 

面から向かい形になった 
らI双方#f発見したということであ 

る呼そのため、通常の戦闘訓練は、敵と 
味齡がsi一而から突進する形で始めら 

1H 

浮霧 

制から戦闘.？ 
をIE視で#;るが！， 

. 

，相—&をレ1 

”っ賺パィロットは地f 
機)などのIS#管 

操をも為、ぃつ驗 

L中しているという。 
敵味方の双方は、^P距^Hで接近し 

ても、進路はfしなは^のだめ、f 

の戦疆は高1Vすれ違ぅ匕とになる。 
この場合、双方の^^度粒Ml. 8 

になるわけで、3()km先で、レーダーで敵 
を発見して、すぐに正而向かい合う形に 

なってから、約1分ですれ違う計算にな 

る。きわめて短時間であるが、この問に 
敵の情報をできるだけ^^し(敵はどん 

な戦^^なのか、そもそも本当に敵なの 
かどうか)、ドックファイトに突入した場 

合、どういう戦術にするかを決める。リ 
1ダ』~とウイングマンは必要に応じて無 

線で連絡を取り合い、ドッグファイトに 
備えるのだ。 

すれ違うまで、進路を変更しないのは 
なぜか。まず、敵を目视で識別するとい 

う理由がある。，とくに戦闘樵の行動時 
には、実戦.でも訓練でも交戦#定(RO 

E)が設けられてあり、バイロットはそれ 
に従う。ROEが「ビジュアルIひ」であっ 

たなら、リーダーかウイングマンか、どち 

らかのバイロットが敵をM視薦1tするま 
で、攻擊態勢を取ってはいけないのであ 

る。実際、敵と味——い食て飛行 
している場合：I;而からでは1D (識別) 

が難しく、そうしているうちに、一あっとい 

う間にすれ違う^^まで摘近してしま 
めだU高度基があればIDも少し押易 

双* 
1で掖靈fと考 

111だどれは、ドッグファイト 

に突人し—、1か—利な— 

にならないようにするためで各ある。 
そして"すれ遍うまでに敵だというこ 

とがビジュアルIDできても、も|違路は 
蜜えられない。そこで進路を変页してし 

照準が合わせやすく t、pてW 

ぃ謹— 
ら、もう4^考しか選—肢5ないので 

ある。自分から空中術突しrうと思う 
パイロットはいないから、どん.^でもす 

れ違、っことになる。1〜2マy.I離れた 
リーダーとウイングマンの問をすり抜け 

ることも、十分あ^^るだろ^>- 
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F-16(内側)とF4(外側)、旋回半径の比較。小回りがきけば空中戦では有利だ 
(Photo/ Lockheed Martin) 

シザース 旋回する敵に対して旋回しながら追う機動 

バレルロールアタック旋回時に敵機を前方に出すためバレルロールを打つ機動 

ドッグファイトに 
必要不可欠、2つのエネルギー 

と、敵機がスプリットSに人った直後に、 

敵機の位置を見失ってしまい、敵機を搜 
索するため不用意なマニユーバーを行い、 

結果的に味方の状況を不利にしてしま 
うという。 

それだけにスプリットSでの旋回は効 

果的なのだが、iも同じことを考える 
から、双方でスプリットSをやることに 

もなる。ただし、追いたい敵機が自分よ 
りもかなり高い高度を飛行していたとい 

う状況では、敵機の死角に入りづらく、 

機動後に敵を追いにくいので、降下によ 
って行うスプリットSは使えない。スプ 

リットSでの180度旋回はF -Cな 
ら約扔秒で完了するが、旋回半径を縮 

めて(旋回時間を短縮して)優位に立と 
すれば、それだけパィロットに掛かる 

Gはすさまじいものになる。敵と味方の 
どちらのパィロットが、よりGに耐えら 

れる体力を持っているかで、旋回半径に 
差が出てくるわけで、それが勝敗につな 

がるのだ。 
双方がそのままスプリットSをやり続 

ければ、また向かい合う形になるが、敵 
機もスプリットSをやつたと分かったら、 

とつさに敵機の位置を判断し、続くマニ 

ユ^~バーによって有利な位置に付こうと 
するだろ、っCこうして、敵との一瞬の相 

対位置によって、有利と考えられるいろ 
んなマニユーバーが繰り返されることに 

なるのだ。 

ドツグファイトは 
戦闘機の性能だけでは 

決まらない。 
パイロットの技アリで勝てる 

ドッグファイトは、いわば"旋回戦" 

である。；^^^よりもうまく；^回する能 

力を持っているほうが、敵機のうしろに 
回りこみ、勝者となる。旋回する能力と 

は、機体の飛行性能とパイロットの操縦 

能力の組み合わせだ。とくにドッグファ 
イトのフエ^—ズでは、パイロットの操縦技 

術の良し悪しが大きな要素となる。つま 

り錬度である。機体の性能だけで勝者 
が決まるものではない。 

MiG -1のような柬側の旧式戦闘 
機とF -qがドッグファイトをやったと 

して、どっちが勝つかは、正直なんとも 
言えない。人間同士の戦いだからだ。F 

-巧のパイロットの鍊度が極端に低く 
て、逆にMiG-のパイロットの練度が 

極端に高いかもしれない。また、エレメ 
ントの連Mが、っまくできているか、そう 
でないかでも結果はまったく異なる。リ 

1ダーだけが錬度が高くてもだめで、ゥ 
イングマンも状況判断が的確にでき、リ 

1ダーを掩護するなり、圓になるなり、 
U.~ダ^~の攻繫態勢を瞬時に支援でき 

なけれぱいけない。また、リーダーとゥ 
イングマンがともにベテランだつたとし 

ても、ドックファイトの最中に無線で速 

絡を密に収りあうことができず、お互い 
の状況が分からなくなってしまったら、 

あるいは打ち含わせ不足でお互いの行動 
や判断に差が生じたら、それはやはり 

うまくない。 
それにM i G -]のような旧式戰S 

であっても、ご存知のようにF - bより 
は小型で、小回りも利く。F - Bは大型 

なので敵に早く発見されてしまう可能 
性があるし、単純な旋回半径は明らか 

に大きい。また敵機をどのくらい早く潑 
見して有利なマニユーバーに移行できる 

かは、機体の大きさもなることながら、 
機体外面塗装の迷彩効來、戦閟空域の 

視程、そしてパイロットの動体视力など、 
さまざまな要因が絡むはずだ。 

ドッグファィトで大切なことは' 
エネルギ！マネ—シメント 

有利なドッグファィトはエネルギー•マ 
ネ^~シメントがしつかりできているかど 

うか、なのである。「速度エネルギー」と 
「高度エネルギー」だ'」「速度エネルギー」 

という用語を使うと、物理の解説みたい 
で、話が難しくなってしまうが、基本だ 

けはおさえておきたい。 
■速度エネルギ— 

速度は速ぃほうがいい。敵にも速く追 
いつけるし、逃げるにも速い。速度エネ 

ルギ^~をアップするためには、アフター 
バーナーを使用するなどエンジン推力を 

上げることのほか、降下することでも重 
力加速度によって速度が増す。 

■高度Hネルギ— 

戦闘機の位置によって左右されるエネ 
ルギー。現在の高度から低い高度に移動 

すれば、重力加速度によってエネルギー 
が増す。そこで蓄えたエネルギーを使っ 

て飛行速度をWI加させることができる。 

するわけだ。 
ィメージで理解してもらえるかどうか 

'4{女だが、航空機を操縦する場合 
は、この2つのエネルギーバランス 

を常に調整する必要がある。スピ 
1ドを保ちながらh昇するにはス 

ロットルレバーを押して、エンジン 
パワーを加えなければいけない。 

操縦桿を引いてピッチ(機首)角を 
ぐっと上げれば、急上昇ができる 

よ、っになるが、パワ^ —を加えない 
と速度は落ちてしまう。もし、Q 

度の角度で上昇しようものなら 
(垂直上昇)、水平飛^:と同じエン 

ジンパワーでは実行できないこと 
が分かるだろうか。だから普通の 

飛行機ではエンジンバワーが足り 
ず、ロヶットのように垂直上昇な 

んてできない。また、滑走路に着 
陸するようなときは、スピードを 

殺さないといけないので、パワ^~を 
ぐつとしぼる操阼をする。パワー 
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ドックファイトで活躍する 
ウエポンとその選択 

ノ\イスピ~ド_ヨーヨー ー度上昇して降下を行い敵機との距離を狭める機動 

セミアクテイブ方式のレーダー誘導ミサイノレAIM-7スパローを発射するF-15 (Photo/Raytheon) 

しても、出せる限i度は同じであるた 
め、逃げる敵機と追撃している白機のHJ 

隔はつまらない。これじや勝負にならな 
いだろ、と思うかもしれないが、いい方 

法がある。先に説明したように高度エ 
ネルギーを速度エネルギーに変換すれ 

ば、今以上の速度に上げられる。だか 
ら、少し降下してみよう。そして、その 

反動で機首上げをしてもしばらく増し 
たスピードは残るから、その勢いで再び 

敵機に向かってみよう。それでもスピ^~ 

ドが足りなかったら、もう一度そのマニ 
ユ^^ハ~を繰り返してみるごそ^^っ^—^たら、 

不思議に敵機との距離は縮まるのだ。こ 
れが「ヨ^~ヨ^~」と呼ばれる、コンバット_ 

マニユーバーである。「ハィスピ'—■ド•ヨ*— 

ヨー」というのもあって、いったん上昇し 
て高度を上げ、一気に降下して^T敵 

機に対して有利な位置に接近する戦法 

である。 
基本的なコンバント*マニユーパーは、こ 

れらのエネルギーを効率よく使うこと 
で、有利に達成される。 

0 ノ 
特 / 

擊位履を失ったかもしれないが、すぐさ 
ま違/っマニユ彳バ-—に移行するだろう。自 

機の前方(ォーパーシユートした状態)に 
存在し続けるはずはない。しかも、敵機 

はスピードを失ってないから、急旋回し 
て、再び追ってくるだろう。 

內機は殺した速度エネルギ—を1活さ 
せようと頑張っても、エネルギ^ —を失っ 

ている間は敵機のほ、っが有利で、敵機は 
高機動を駆使してどんどん迪ってくるだ 

ろ/っ。速度エネルギ^ —を不用意に大きく 

殺すよ、っなことは、負けを意味する。そ 
んなことをするよりも、®機も急旋回 

を繰り返し、逃げまくったほうがいい0 

追っかけられたとしても、いま自分が持 
っているエネルギ^~をうまく使えば、敵 

機以上のエネルギ^—を蓄えられる可能性 
があるし、敵機が判断ミスで少しでもヱ 

ネルギーを失えば、敵機をかわせる。そ 

、つすれば、こんどは，m機(味方)の優位に 
転換できる可能性が十分ある。 

例をも/つ1つ示しておこ、つ。同じ性能 
の戦關機がフルバワーで水平飛行したと 

をしぼらないまま機首を下げて降F角 

を増加するとスピ^~ドがどんどん出て 
しま、っからだ。 

空屮戦では常に、自機の持っているエ 
ネルギーが敵機を上回るように、有利な 

位置(高度)とスピ^ —ドを確保する。これ 

らのHネルギーを無駄に殺すことなく、 
うまく、フルに使うことができれば、マ 

ニユ^~バーは敵よりも速くなり、素早く 
次の機動に移れるのだ。 

戦闘機動では 
Hネルギ—を失つてはならない 

エネルギーを保つこと、または加える 

ことは、どんなに大事なのか。端的な話 
で理解してもらおう。ドッグファィト実 

施中の戦閥機が、敵機に後ろから追いか 
けられ、義がかなり接近してきたので、 

エアブレーキを展開して、スピードをいつ 

きにダウンさせてみた。すると、敵機は 
向機の前に飛び出してしまい、才Iバー 

シユートの状態になる。こうすれば、0 

iiiに敵機の後ろにIIくことができる、と 
思うかもしれない。し 

かし、それは迚い。 W 

速度エネルギーを一 機 
度殺してしまうと、再 め 

、 狭 
ひエネルギ^—を蓄える を 

のに時mjが掛かるの _ 

1にしても、一瞬には W 

元の速度には戻らな 
い。車や自転車の運転 

でも同じだ。ブレーキ 

を掛けるのは一瞬でで 
きても、速度を増すの 

は、その何倍もの時間 
を要する。だから、才 

—バーシュートした直 - 

後にフルパヮーで相手 ヨ 
中道っことは、上、 卜 

不可能に近い。あっと • 

いう間に距離が離れて ^ 
しまう。敵機は向分が ピ 

追っていた機体の前に ^ 
飛び出したことで、攻 口 

敵機を攻撃できる位置に来たら 
最適なウエボンを使用する 

もちろん、戦sの性能、また搭載す 
るゥエボンの性能も、ドッグファイトを語 

る上で抜きにすることはできない。 
ドッグファイトは、敵機を追い掛け回 

す行動だが、それは敵機に対する^可 
能®に付くためである。マニユ！パーを 

繰り返し、攻擊r能位置が保持できた 
ら、または一瞬でも攻擊可能位置にき 

たら、即座にゥエボンを発射すればよい。 
現代の戦闘機が空対空戦闘で使用する 

ウエボンには、3種類ある。 

■レータIミサイル 

レーダー誘導方式のミサイルのこと。 
AIM _ 7スパローが代表的だが、現在 

の米軍では<11以，120八/[0八八.| 

(アムラーム)が主流になっている。日本 
が開発したAAM , 4もそぅだ。 
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レーダーミサイルは、文字通りレーダ 

1によって誘導されるミサイルだが、レ 
1ダーは戦闘機の機首に搭載されている 

ものを使用する。したがって、レーダー 
で敵機を探知できる範囲といぅのは、機 

首方向だけだ。そのカバレッジはレーダ 
—の種類.性能によっても異なるが、最 

近のレーダーではカバレッジが広くなって 
おり、ミサイルを発射できる範囲も広 

い。しかし、真横や後方などは探知不可 

能だから、敵機を搜索したい方向、攻撃 
したい敵がいる方向に機首を変更しなけ 

ればいけない。 
スパロ^~はべトナム戦争のころから使 

われてきた有名なミサイルだが、セミア 
クテイブ謙#^Kといい、ミサイル自体に 

敵機を探知する装Eがない。したがって、 
ミサイル発射後も戦閊機側がレーダーで 

敵機をロックオンし続け、命中するまで 
ミサイルを誘導する必要がある。当然、 

レーダーのカバレッジ内に敵機を捉えて 
いなければいけないため、敵機との相対 

角度を大きく変更することはできない。 
ミサイルが命中するまでの時Uは、数 

秒、長くても十数秒だが(敵機との距離 
にもよる)、その冏、敵機をずっと追い続 

けなければいけないわけだ。もし"レー 
ダーのカバレッジを外してしまったらミサ 

イルは頭脳を失い、勝手なところに飛ん 
でいってしまぅ。 

その不便さを解消したものが、アクテ 
ィブ方式のレーダー誘導ミサイルだ。打 

ったら、すぐに逃げられる。「打ち放しミ 

サイル」とも呼ばれ、AMRAAMが代表 
例である。ミサイル自体にレ^~ダ^~が搭 

載されているので、発射までは自機のレ 
1ダーを使ってロックオンするが、発射後 

は戦闘機側が_する必要がない。その 
ため、次のマニユーバーに移ることがスム 

~~ズで、別の敵機から攻擊されるスキを 
減らすことができる。 

レ-—ダ^—ミサイルを発-Jするときに 
は、「FOXONE」とコールする。 

■ヒ—トミサイル 

赤外線誘導ミサイルのことだ。熱源を 

探知して飛んでいくため、ヒートミサイ 
ルと呼ばれる-」AIM ■ 9サイドワイン 

ダーが代获的で、航空自衛隊では国産開 
発のAAM . 3が主流になってきた。 

原理は、ミサイルの先端に赤^^シー 

カーがあるため、発iはミサイル本体 
が熱源に向かって勝手に飛んでいくとい 

ぅもの。打ち放しミサイルである。もち 
ろん、戦闘機が敵機をロックオンすると 

きにも、ミサイル先端のシT力Iを鋤か 
せなければいけない。当然、ミサイルは機 

首と同じ向きに搭載されているので、シ 

1力jのカバレッジは機®IJ方のみといぅ 
ことになる。やはり近年の技術革新によ 

り、カバレッジは広げられているが、近距 
離ミサイルであるから、敵機に対する相 

対角度がよりシビアになり、マニユーバー 
をしながらミサイル発射可能な：を保 

持するのは決して容易なことではない。 
ヒートミサイルを発射するときのコー 

ルは、「Fox Two」だ。 

■ガン 
ガンは言、っまでもなく、機m砲のこと 
だ。F - mなどアメリカ製の戦iには、 

ほとんどQ_Mlバルカン砲が搭載され 
ている。1960年代ごろ、「ミサイル万 

能時代にガンは不要」との発想で、ガン 
を搭載しなかった戦闘機も存在したが、 

その後、ガンに対する評価が見直され、 
现代の戦闘機では不可欠な装備になっ 

ている。 
ガンは、その名も鉄砲であるから、ミ 

サイルと違って弾丸に誘導装置はない。 
したがって、発射直後はまっすぐ飛んで 

いくだけなので(その後、重力で落下す 
るため放物線になる)、照準をきちんと 

合わせないと命中しない。敵機と自機 
は、高速で移動しているので、現在敵が 

いる位置に向かって弾丸を発射しても、 
当たらない。移動によって敵機の位置が 

変わっているからだ。そのため、戦闘機 
に搭載されている照準機には、未来位置 

をコンピューターで予測する機能が内蔵 
されており、パイロットは基本的に未来 

位置のことを頭で計算する必要はない。 

照準を合わせてガンを発射すればいいだ 
けだが、ミサイルと違って、命中率は低 

い。誘導装置のない弾を、高速で移動し 
ている全長巧m〜nm程度の物体(機体) 

に命中させるということが、至難の技で 
あることは、理解できるだろ、っ。発射の 

タイミングを合わせるには熟練が必要 
だ。磐が短く、至近距離でなければ発 

射できないので、発射可能な 
位置に付くのも大変な操縦 

技術が必要になる。 
したがって、ガンはミサイ 

ルのバックアップ的な使い方 
をするのが一般的だ。ミサ 

イルは、戦闘機1機にせいぜ 
い8発、多くても扣発しか 

積めない(レーダーミサイ 
ル+ヒートミサイル)。ミサ 

イルの残！：がなくなっても、 
ガンの弾が残っていたら戦え 

るということもあるし、あ 
まりにも敵機に接近しすぎ 

たときは、ミサイルよりもガ 
ンのほうが使い勝手がいい。 

敵機に命中した場合、敵機 
の破片で，w機が損lLを受け 
るのを防ぐ効果.もある。 

ガンを発射するときのコー 
ルは、「Fox THREE」だ。 

ミサイルは 
有効に使えるし、 

戦闘機は 
防御ゥエボンも 

持っている 

攻擊可能な位置を確保す 
るため、マニユーバーによって 

敵機を追い続けるドッグファ 
イト。Sとの距離は、最初 

は遠く、だんだん狭まってい 
くのが普通だから、ゥエボン 

はレーダーミサイル、ヒート 
ミサイル、そしてガンのよう 

な順序で使用することにな 
るだろう。もちろん、ドッグ 

フTイト中に敵機との距離 

が狭まつたり、開いたりしたときは、そ 

れに応じてゥエボンを切り替えればよい，」 
ゥエボンの切り換えは、スロットルレバ^— 

に付いているスイッチでパイロットがマニ 
ユアルで行い、状況に応じて、発射した 

いゥエボンを切り替える。そぅすれば照 

準機能(通常はヘッドアップデイスプレイ 
に投影される)の表示も、すぐに切り替 

綱：レ 
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対ヒートミサイル用の妨害兵器フレアーを発射するF-16 (Photo f Lockheed Martin) 

わる。その操作は一瞬で可能だ。 

レーダーミサィルはBVR(EZ视外)か 
ら発射できるミサィルとされる。しか 

一、これは射程が中距離に対応し、天候 
に左右されないレ彳ダーで照^行ぅこ 

とができるから、そ、&現されているだ 

けで、敵機が目視内にいたって発射は可 
能なのだ。 

たとえばスパローの最大射程は初J程 

度とされるが、〇0^くらいの距離になる 
と、視程のいい空域で、視力のいいパィロ 

ットだったら、；m视で敵機を確認するこ 

とが可能といぅ。もちろん、もっと距離 
が狭まれば、敵をさらによく视認できる 

可能性が高い。敵機との距離が狭まって 
も、レ^ —ダミサイルは十分觉射できる 

ため、ドッグファイト中に突入してから 

使う事例も、訓練では決して少なくな 

い。ミサイルの性能は種類によって異な 

るので、適31な具体例はなかなか書けな 
いが、レ^~ダIミサイルと短射程ミサイ 

ルであるヒートミサイルの射程距離がバ 
ッテイングしている範囲なら、どちらを選 

択してもいいだろ、っ。パイロットは状況に 
応じて、ゥエボンを選択することになる。 

ところで戦闘機には、自己防衛ための 
ゥエボン(妨害pl段)も装備している。チ 

ャフとフレアーである。チャフの弾はnL叫 

数の金属片で、それを上空でばらまくこ 
とにより、敵のレーダーミサイルの誘導 

を妨坐Uすることができる。また、フレア 

1の弾は高温の熱源を作り出す物質で 
できており、それを戦^^から放出する 

ことで、敵のヒ^~トミサイルの.誘導を妨 
害する。 

しかし、チャフやフレア^~にも弾数が 
あるので、敵機からミサイルが発射され 

た、またレ^ —ダ^—ロックオンされた、のよ 
、&$の緊#^態になったときまで温 

存しておく必要がある。フレアーの燃焼 
時間は約3秒と言われており、発射の夕 

イミングも重要な鍵となる。チャフ、フ 

レアーともに、ぅまく使用できれば、妨 
坐易果は高いといぅ。 

なお、ヒートミサイルの発射は、戦關 
機側に後方警戒装置などの特殊な装備 

を搭載していなければ探知不能だが、ミ 

サイルはブースタ1から煙がでるため、 
発煙しながら飛んでくれば(死角から発 

射されなければ)、パイロットは目视で発 
射が探知できることも少なくない。また 

普通、戦疆にはレーダー警戒装置が搭 
載されているため、敵機がレーダ^の電 

波を自機に照射したことは分かる。そ 
れによって、レーダーミサイルの発射と 

その兆候を探知でき、すぐに防御策を講 
じられるしくみになつている。 

ドッグファイトの可能性は 
絶対に捨てきれない 

確かにドッグファイトに突人すること 
自体、現代の空対空戦闘では稀なことで 

ある。しかし、戦疆のミツシヨンの一場 
面として存在するドッグファイトを経視 

してはいけない。とんな戦いもそうなの 
だが、理論や解説だけでは、実際の戦闘 

状態をイメ^~~ジすることは雖しく、偏っ 
た理解をしてしまうことも多い。 

ドッグファイトは、遠距離で戦闘機を 
破できなかったときに突入する。いわ 

ば緊急事態なのかもしれない。しかし、 
発生することを極力望まない緊当事態に 

対処する訓練こそ、もっとも力を入れて 
行わなければいけないし、そうした訓練 

や技量の向上には時間を要するものだ。 
アメリカやNATOを中心とした国で 

は、いまや「AMRAAM万能時代」に人 
り、ドッグファイトに突入しないうちに 

敵機を擊破して逃げるとい、之H中戦のコ 
ンセブトが、ある程度まで確立している。 

しかし、アメリカの戦術を研究して知恵 

を絞れば、不意を付く戦法はあるはず 
だ。アメリカと敵対する国や組織が、そ 

のような研究をしているかもしれない。 

前述のようにドッグファイトに突入す 
れば、体力を使った人m同士の戦いの要 
素が強まり、アメリカだから強いとか、 

第3肋界の国は弱いなどという先入観 
は、あまり意味を持たなくなる。第3世 

界の国だろうと、敵機は、戦闘機パイロ 
ットとしてずば抜けた素質の持ち主か 

もしれない。敵機と向かい合って突進し 

たとして、最初にAMRAAMでの攻擊 
が失敗し、さらに数十秒から1、2分く 

らい飛んだら、あっという間に敵機との 
距離が縮まり、そうこうしているうちに 

ドッグファイトに突入するのだ。 
戦闘空域で敵機を発見したら、素早 

く、きわめて的確な判断で戦術を実施し 
ないと、どんどん"緊急事態"に近づい 

ていく。敵の発見が遅れたとき、敵の識 
別に手間取ったとき、爵したAMRAA 

Mが外れたときなど、緊#*態に陥る可 
種は、いくらでもある。そのときになっ 

て「ドッグファイトはほとんど相允疋されな 

いので、あまり訓練してない」とい、っ戰闘 
機パイロットがいたとしたら、きわめて愚 

かだと言わざるを得ない。状況しだいで 
ドッグファイトが起こり、っる可能性があ 

ることは、今も昔も変わらないたろ、っ。 
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とくに耐Gには人一倍強かったので、 
いつも極限のことまでやっていました 

全国の航空祭で、アクロバット飛行のパフォーマンスを繰り広げるエアロッ久 
チーフバイロットのロック岩崎氏は、 
元航空自衛隊のイーグルドライバー(F_15パイロット)だ。 
F-86やFイ04といったレトロな戦闘機から、 
F15まで乗りこなしたベテラン戦闘機バイロットなのである。 
「ドッグファイトだけは勝つ自身があった」と自負するロック岩崎氏に、 
本誌独占インタビューを行った。 
ここではドッグファイトの秘訣について、話を聞かせてもらおラ。 
文=坪田敦史 

I夕一ですが、当時はレI夕Iの理論さ 

えよく分からなかつた。最初は、とても 
苦悩がありましたね。 

また、ご存知のようにマルヨンはロケ 
ットのような形をしていて、飛は 

ハチロクと大きく異なるものでした。し 
かし、スピ—ドは出ましたし' 加速がと 

ても良かつたのに驚きました。マッハ1 

は簡単に超えました。運動铁Iが悪いと 
いうことはなく、動きはシャIプでし 

た。空戦時にもテイクオフ•フラップが 
使えたので、ハチロクに近いくらいの機 

動はできたと思います。ドッグファイト 
時にも、逃げ足は速かったですね。 

ハチロクもそぅですが、マルヨンに搭 
載していたA—M I 9B空対空ミサィル 

は、ほとんど敵機の真後ろからでないと 
使えませんでした。また、チャフ、フレ 

アのよぅな防御装置も使つてなかつたの 
で' 戦闘方法は、部分的には今とだいぶ 

異なる点があつたと思います。また、A 
CMのとき、マルヨンは翼が小さいので、 

機体がきわめて小さく見え、バンクをと 
つたら' 5マイル先でも見えなかつたり 

しました。 

そして1年も操縦桿を握ったF -n 

(巧)とは< 

はじめて！；2に乗ったときは、ハチロク 
みたいだな' という感じも受けました。 

もちろんハチロクとは機動性もパワ—も 
全然違いますが、飛行性能が特異なマル 

ヨンに乗っていたせいか、自分の思い通 
りに、自由自在に歯切れよく動s/f-覺は 

似ていました。それにしても' パワ—は 

ものすごい。ホウレン草を食べたポパイ 
のようでした(笑)。そんな仍の性能を最 

大限に引き出そうと' いろんなマニユ| 
パ—を試してみました。とくに私は、耐 

Gには人一倍強かったので、いつも極限 
のことまでやつていました。 

ただし、！；2は運動性能がいいだけでな 

1いままで操縦した戦闘機について、 
機体の飛行特性や感想などを聞かせて 

ください。まずF-0F (ハチロク)はどん 

な戦闘機でしたか 

初めて搭乗した戦闘機がF -0Fでし 

たが、練習機との違いが大きくて、シヨ 
ックを受けた覚えがあります。舵の効き 

方が非常にシャ—プだったし、機体が手 
足のように自由に動きました。パワ—の 

不足はありましたが、ハチロクで戦闘訓 
練をやることで、エネルギ！マネ—ジ 

メントの大事さが分かつてきましたね。 
乗っていくうちに性能を最大限まで引き 

出せるようになり、F-104やF丨4 

とDACTをやっても、勝てる自信がわ 
いてきました。個人的には、とても好き 

な飛行機でしたね。機体が原始的な構 
造で、自由自在に操れるという意味で 

は、いま乗っているピッツと操縦感覚が 
よく似ていると思います。エンジンスタ 

—卜から操縦全般にわたるすベてのこ 
とに職人的な技術が必要で、飛S乗り 

としては、面白い機体でした。 
戦い方ですが、ハチロクではA—M- 

9B空対空ミサイルも積めましたが、 
2* 7議による機銃攻撃のほうがメイン 

でした。敵機の1000〜2000フイ 

—卜後方に入って攻撃します。ゼロ戦の 
戦い方と同じです。ただ、旋回加速度を 

計算する簡単な射撃コンピユータと測距 
レ—夕—はありましたから、機銃の発射 

管制は結構優れていたと思います。 
^DACT=異機種戦闘訓練) 

-F -104 (マルヨン)は、どのような 
戦闘機でしたか 

ハチロクとは違つて、マルヨンにはレ 
Iダ！が付いていました。全天候戦闘機 

と呼ばれただけあって' 計器飛行的な要 
素の強い要撃戦闘が主になりました。敵 

機を目視できなくても、レーダーを^!^ 

して巧みに行う戦術は、ハチロクでやっ 

ていた戰術とかなり違うものでした。今 
では当たり前のように使われているレ 
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1951年千葉県生まれ。1970年、航空学生第 
26期生として航空自衛隊入隊，1974年にF- 
86F、1981年に F-104、1984年に F-15のパイ 
ロットとなる。航空自衛隊着任時の総飛行時 
間は約5400時間。 
1974年、小牧基地の第8飛行隊に配属。F- 
86Fで約900時間飛行。その後、芦屋基地で 
T-1の操縦教官になる。 
その後、1981年から新田原基地の第204飛行 
隊で3年半、F-104を操縦。F-104は約800時 
間飛行。 
1984年に第204飛行隊が新田原基地から百 
里基地に移動すると同時に、飛行隊はF-15 
に機種転換することになり、その立ち上げ準 
備に関わる。以後、百里基地で11年間F-15 
を操縦した。 
1992年、第204飛行隊から第7航空団(百里基 
地）司令部に異動し、飛行群運用班長を務め 
たが、1995年、新たなパイロット人生を歩むこ 
とを決意し、退官。F-15は約1800時間飛行。 
すぐにアメリカにわたり、1996年、米国でエア 
ショー•ライセンスを取得。帰国後、アクロバ 
ットチームを結成。現在、「エアロック，アクロ 
バテイックチーム」のチーフパイロットとして、全 
国の航空祭やイベントで活躍中。ロック岩崎 
の愛称で親しまれている。「ロック（ROCK)」は、 
岩崎のr岩」から取った、航空自衛隊時代の丁 
ACネームだ。 

^『最強の戦闘機パイロット』 
邏 講談社 

T 岩崎貴弘著 

ロック岩崎が航空自衛隊時代に経験した空中 
戦の詳細、戦闘機パイロットの生活などを紹介。 
これは読めば戦闘機のことや空中戦のことが 
よく分かる。パイロットになりたい人にもお勧 
めの1冊。全国の書店で発売中。 

ぅ。あと100年たつても、ピッツのよぅ 

な飛行機はなくならないのではないで 
しよラか。 

——航空自衛隊の空中戦のレベルは、や 
はり高いのでしようか 

航空自衛隊のパイロットの訓練飛行 
時間は、世界的にも多いほうです。錬 

度は高いと思います。飛行機の操縦や 
ドッグファイトの特別な才能を持った 

パイロットも中にはいると思いますが、 
ほとんど人は凡人的技能の持ち主で、 

訓練によって錬度を上げているのです。 
私もみんなに見られないところで空中 

戰の研究をして、頑張って厳しい訓練 
に励んだタイプです。 

確かに現状で、日本がドッグファイ 
卜の実戦を経験する可能性は低いでし 

よう。しかし、航空自衛隊は要撃戦闘 
機を保有して国土防空を担当する組織 

なので' いざ戰ったときに強くなけれ 
ば、その存在価値に疑問が持たれるの 

ではないでしようか。日米共同訓練を 
やって、日本のパイロットはすごい！ 

といった評判がアメリカを通して世界 
に広がっているかもしれません。訓練 

の効果が違った形で日常の防空任務に 
役立つている可能性もあります。戦闘 

機パイロットは、強いに越したことは 
ないのです。 

かを識別して状況判断したり、適切に連 
絡を取り合ったりする必要があります。 

戦法としては味方同士が離れて敵機 

を分散させたり、ウイングマンが11にな 
って、リI夕Iが不意打ちをするなど、 

いろいろあります。敵味方が入り乱れて 
やるサッカーやバスケットなどのスポ— 

ツに似ていますよ。天才的なプレイヤー 
は' 自分の見えない範囲についても、 相 

手の動きを予測して、瞬時に最適な行動 
を取る。そして、その連携。フレ—がうま 

くいったチ—ムが勝つ。ドッグファイト 
に限らず、^^での組織戦闘もそれと 

同じです。 
あとF —仂の時代では、武器の発射に 

関しては、先手必勝ではなくなったと思 
います。レ—ダ—ミサイルはかなり 

からどんどん撃ってくる敵機もいます 
が、それを妨害や機動などでかわせば、 

敵機は残弾がなくなり、ドッグファイト 
に持ち込めます。私は、訓練ではドッグ 

ファイトは好んでやるほうだったので、 

日米共同訓練で米軍のパイロットとドッ 
グフアイトで決着をつけてやろうなんて 

考えることもありました。 

——ACMの訓練は、務通に飛行機を操 
縦することのほかに、どんな技量やセン 

スが求められるのでしようか 

飛行機を飛ばすことの基本は同じで 

す。エンジンのパワ—と舵を操作して、 

空を三次元的に動き回るのです。しか 
し、ACMでは相手(_役)がいるので、 

相手に対して自分はどういう動きをす 

ればいいのか、それを考え、形を作って 
いく必要があります。相手の動きは予測 

ができないので、一瞬にして次に機体を 
どう動かすべきか判断して、行動に移し 

ます。ACMは、その繰り返しですね。 
私はウルトラライト*フレ—ンの飛行 

も楽しんでいますが、F-C戦闘機もウ 

ルトラライトも、飛行の原理はまったく 
同じですし、飛ばし方の基本も' なにも 

違わないと思います。戦闘機での任務 

は、私にとって楽しい仕事でしたが' ピ 
ッツでアクロをやることも、ウルトララ 

イトを飛ばすことも、同じ気持ちで_ 
を楽しむことができます。 

ただ、最近は飛行概念を大きく変える 
ような技術が生まれていますね。CCV 

とか。あと、スホ—イ7戦闘機がやるコ 
ブラなどの機動も。このようなマニユ| 

パ—は、私は性に合わないような気がし 
ます。飛行機が空を飛ぶ原理は昔から変 

わっていないはずなんですが、こうした 
マニユ—バIは私が長年培ってきた操縦 

テクニックとは、すぐに結びつかないの 

で、敬遠してしまうと思います。でも、 
ライト兄弟がちようど100年前に飛は 

したときのような飛の原理、そして 

飛行の概念は、今後も変わらないでしよ 

く、レーターの性能もミサイルの性能も 

格段によく'マルヨンとは雲泥の差を持 
った戰闘機です。チャフ、フレアやジャ 

ミングなどの対抗手段も持っています。 
操縦テクニックがあるだけでは®^の戦 

闘にはついていけないことを実しまし 
た。当時すでにF-4戦闘機に転換して 

いたパイロットは、レーターの操作やレ 
1夕—ミサイルの操作に熟練していて、 

新しい戦術を早くに身につけていました 
が、私はF —4の経験がなく'マルヨンか 

ら仍への移行だったので、戸惑いはたく 
さんありました。 

——戦術としては、F-bではどんなと 

ころが変わったのですか 

F-记の部隊では、ドッグファイトの 
訓練だけではなく、多数機でのACMや 

戰爆連合などの訓練を多くやるように 
なりました。組織戦闘のような訓練は、 

ハチロク、マルヨンではあまり多くはや 
らなかったので、戦いのコンセプトもパ 

イロットに要求される能力も' かなり変 
わったし、幅が広がったと思います。 

ハチロク、マルヨンのような原始的 
な戦闘機から新世代のF-圯に機体が世 

代交代していくと同時に、パイロット 
のセンスが重要視されなくなる方向に 

あったのは事実です。しかし正直' 私 
はドッグファイトが大好きだったので、 

2対2のACMなど、基本戦闘を大事 
にしました。 

-ドッグファィトに勝てるパィロットが 

25^っているセンスとは、どうい、っのですか 

戰闘状況全体を瞬時に把握すること 
ですね。I点集中はだめで、クロスチェ 

ックが大事です。自機の周囲を警戒する 
ことは第一ですが、ウイングマンはいま 

どんな状況なのか。また複数の敵機は' 

どんな動きをしているのか。 
組織戦闘の場合だと、味方も^Sが 

いるので、一瞬にして敵なのか味方なの 

エアシヨ！パイロット 
{元航空自衛隊FI15パイロット) 

岩崎貴弘 
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I胃 
これから迎える航空祭シーズンを前に、 
「航空祭には行きたいけど、 
写真は撮ったことないレ"」と 
悩んでいる初心者の方もいることだろう。 
この連載では、そんな心配を吹き飛ばす 
航空祭フォト秘蔵テクニックをお届けする。 
これを読んで日本全面の航空祭に出かけよう! 

於辱纖， 
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ベイパーを曳きなが 
ち/、イレートクライム 
するF-2。こんなカツ 
コいい写真を撮りた 
いと思っているキミ、 
ぜひこの短期集中 
連載を読んでくれ！ 
(写真:鈴崎利治） 

漏本編 
文◎小栗義幸 

，一〆 

ならない。 
行き先が決まったら、次に気にな 

るのは目的の基地にはどんな所厲機 
がいて、どんなプログラムなのかとい 

ぅこと。デモフライトは基地の所厲機 

を中心に行われるので、戦闘機が所 
属しているならば大迫力のデモフラ 

イトが期待できるし、反対にジェット 
機や固定翼機は顔を見せずにへリコ 

プターだけが参加する小規模な航空 
祭もある。所属機に関しては本誌や 

「エアべjスウオッチングガイド」など 
を参考にするとして、なんといっても 

気になるのは航空祭の「内容」だ。 
自衛隊のイベントは例年あまり変 

化がないので、過去の航空祭が非常 
に参考になる。昨年はテロの影響で 

ほとんどの航空祭がh止になってし 
まったので、一咋年の航空祭を参考 

にしよぅ。_衛隊のイベントは地元 

地域と密接な関係を持っている場合 
が多く、毎年ほとんど同じ時期に_ 

催されるので、本誌のバックナンパ— 
でも探せるはずだ。 

さて、どこの航空祭に出かけるか 
決めたなら、旅行の手配をしよう。 

現地までの交通手段が電単や飛行 
機なら切符や航 

前に開門していることがほとんど 
なのだ。中には9時からいきなりデ 

モフライトが始まってしまうところ 
もあるので、遠方なら前Hに現地人 

りした方が余裕を持てるぞ！ 
特に車の場合は会場周辺の渋滞 

にはまってしまい、才^^プニンク*フラ 
イトを逃してしまうこともあるの 

で、時問には十分余裕をもって出発 
しよう。航空祭会場への交通手段は 

「エアべ1スウオッチングガイド」な 
どを参考にして頂くとして、宿泊先 

の手配をするのにMもM]¥で便利な 
方法はインタ^~ネットだろう。また 

全国のホテルやビジネスホテルを紹 
介しているガイドブックも出版され 

ているのでこちらも参考になる。も 
ちろん身近な旅行代理店で手配し 

てもらう方法もある。 
宿泊地を選ぶとき、会場に近けれ 

ばいいとは限らない。車なら別だが、 
たとえ基地に近くてもアクセスがな 

くては無意味になってしまう。基地 
から最寄りの駅が遠い場合は、会場 

まで臨時のシャトルバスが運行され 
る場合が多く、シャトルバスの発着 

駅や、その駅まで乗り換えなしで行 
ける駅なら多 

空券を手に入れ 
なければならな 

いし、遠方なら 
宿泊場所も確保 

したいところ。最 
も簡墦な方法は 

航空祭へのパッ 
ケ^— 'A *ツアIだ 

が、個人旅行な 
ら当然自分です 

ベて手配するこ 
とになる。 

そこで注意し 
たいのは現地への 

到着時間。航空 
祭は3時開門 

が基本だが、実 
際には9時以 

一 

0 

I編 
真 

写 
則 

EJ 

F- 

す 
ス 

で 
隊 

編 
機 

少離れていても 
まったく問題 

ない。また基地 
まで距離があっ 

ても、その地方 
の中心部の方 

が様々な而で 
便利なことが 

多い。民問との 
共用空港なら、 

最寄りの都市 

からの空港直 
行バスも結構 

使ぇる。空港直 
行バスの運行状 

況は、乗り入れ 

’ 1 

ている航空会 

,-、1 

!r! br _MU 

出発までの準備 
宿泊ホテルや交通手段も 

しっかり手配していこ/っ 

まずは情報収集からだ。いつどこ 
で航空祭が行われるかを知るには、 

本誌のィベントスヶジユールを参考に 
しよう。自分のスケジュールと航空祭 

のスケジュールが合わなければ話に 

いえる。航空機ファンなら航空祭に 

行かなければ何も始まらないとい、っ 
ことだ。 

航空祭は全国各地、いや全世界で 
行われている。しかし思い切って出か 

けるにはちょっとばかり不安なこと 
もあると思ぅ◦航空祭へ出掛ける前 

の準備から、会場での撮影ノゥハゥ 
までを解説していこぅ。 

はじめに 
航空祭の楽しみ方はたくさんあ 

る。普段間近で見られない軍用機に 
触れ機内を見学したり、ときには体 

験搭乗ができたりすることもある。 
愤れのパィロットの話が聞けたり、同 

じ飛行機仲間と出会ったりと例を挙 
げたらきりがない。でもこれだけは 
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ここでは航空祭に行くにあたって、絶対必要なものから持っていると便利なも(； 
まで一挙に紹介。これを見て航空祭にむけて万全の準備をしてほしい! 

カメラボデイ 
重要度★★★ 
もちろんこれがなきや始まらない。一眼レフ 
の場合はレンズ交換の手間を省略するため 
2台持っていく人も多いぞ。しっかり動作も確 
認してお〈こと。 

レンズ 
重要度女女女 

_眼レフカメラの場合は当然これも最重要 
アイテム。広角系と望遠系があると便利だ。 
多すぎると重くなるので本数はほどほどに。 

フイルム 

重要度★★★ 
いうまでもないがフィルムも必需品。航空祭 
では興奮してたくさんシャッターを切ってしま 
いがちなので、少し多めに準備しよう。 

電池 
重要度★★ 
大事なところでバッテリー切れでカメラが動 
かない…なんて悲しいことにならないように 
予備の電池を必ず用意しておこう。 

脚立 

人垣の後ろに陣取ってしまった時は、脚立を 
使って一段高いところから撮るという手もあ 
る。ただ、他の人の迷惑にならないよう十分 
配慮すること。 

エアバンドレシーバー 
重要度* 

エアバンを使って航空無線を受信すれば、 
デモフライトのタイミングを計ることができ 
る。ただしある程度の熟練が必要だぞ。 

メモ帳 

隊、気になったところなどを記入しよう。旅行 
の計画を立てるのにも役立つ。 

帽子（キャップ）、サングラス、 
日焼け止め 
重要度奸女 
航空祭の会場は予想以上に紫外線が強く、 
つばのあるキャップは必需品。まぶしいので 
サングラスも欲しい。普段日に当たらない人 
は日焼け止めも塗っておきたいね。 

お金 
重要度★★★ 
財布を忘れるなんていうのはもちろん論外 
だが、航空祭ではグッズを買ったりタクシー 
を使ったりと結構お金を使う。所持金があん 
まり少ないと困るぞ。 

動きやすい服装 
重要度★★ 
スムーズに移動できるよう、靴や服は動きや 
すいものを選ぼう。ポケットがたくさんある服 
やサバイバルベストは小物やフイルムを収 
納するのに重宝する。 

飲料水 
重要度★ ! 重要度 

重要度★★★ 
地上展示機のシリアルナンパーや所属部 

航空祭会場はかなり気温 
が高くなることが多い。水 
筒やペットボトルを持って 
いき、脱水症状にはならな 
いようにしよう。 

航空祭ガイドブック 
重要度★★ 

Jウイング6月号付録の 
「航空祭ウオッチングハン 
ドブック」や「エアべース 
ウオッチングガイド」など 
がオススメだ。 

■へ::..'. 

散に地上展示 
機に駆け寄る 

ビギナーに対 

し、上級者はラ 
ンウエイサイド 

やタキシ.—ウエ 

イの絶好の撮 
影ポイントを 

ゲットしてい 

く。いつでも撮 
影できる地上 

展示機よりも、 
撮影ポジションが大切なデモフライ 

卜をいい条件で撮影するためだ。 
デモフライト(※注)は会場中心 

付近が基本になるのだが、ランゥエ 
イとシヨー会場のエプロンが平行で 

はない基地(地図1、2参照)では 

やや異なる。この場合はai来るだけ 
ランウェイに近い場所を確保したい 

よ か、あまりにもシヨーセンタ*~ 

^ (会場中心)から外れるのも考 
M え物だ。ここは手持ちのレンズ 

を考慮して、出来るだけシヨー 
センタ1とランウェイに近い場 

所を抑えよう◦当然手持ちの 
レンズの焦点距離が長いほど、 

離着陸機の撮影が可能な航 
撮ムー選択の範囲は広がる。 

真f 

衫冲空祭ならば、ショ^~センタ^—を 
辟少し外して離陸機がエアボー 

ンするところや、タツチダウン 
するところを狙いたい。離陸機がど 

こでランウヱィを離れるかの予測は 
難しいが、ランウェィ長の真ん中ょり 

少々離陸側のポジションなら高度が 
高くてがっかりすることはない。着陸 

を羾うならタツチダウンポイントに 
多くのタイヤ跡が残っているのでそ 

れを参考にしよう。 

デモフライト機が地上で撮影で 

きる場合もある。フライトラインの 
近くまで一般に開放され、エンジン 

スタ^^卜^^らタキシ^アウトまでの 

シーンを撮影できる航空祭もぁる- 

離陸する、または着陸したデモフラ 
イト機がランウェイやフライトライ 

ンにIMJかうタキシングが撮影できる 
場合もあるので、事前に情報収集し 

ておこう。もしも事前に情報収集が 

出来なければ、人場したらまず会 

真を 

行乃| 
飛 

る3?治 
15良 # 
陣び漏 

tf£鈴 
|ま^ 

0 ^ ^ 
の^っ 

ン睹ょ 
口級し 

プ上保 
Hの確 

記載されているので、 
そちらを参考にして欲 

しい。 

いよいよ航空祭当日 
デモフラィトの 

撮影は 
ポジションが 

決め手だ！ 
航空祭は基地ごとに 

様々な形態で行われて 
いるので、撮影を快適 

に行ぅための決まつた 
バターンといつたものは 

ない。本誌の誌而でも 

toだ 
ぐう0/ 

t まijr 慰！5大 
1 tJ が ，つと 会なこ 

航空祭をお伝えしているが、もちろ 
ん誰でも簡単にあのょうな写真が 

撮影できるわけではないのだ。 

航空祭というィベントは飛行機写 
^の丄級者にもビギナ^~にも公平に 

侦されているわけで、そんな中で 
いい写真か否かというのは航空祭を 

どこから撮影するかが重要なのだ。 
ポィントさえ押さえれば、写真のレ 

ベルがグッと上がることは間違いな 
、〇 

IV 

航空祭ャ—日、ゲートオ1プンと同 
時に会場へ一奔に走っていく光景を 

よく Hにする◦展示機をいい条件で 

撮影したい一心でこんな行動に出て 
しまうのだが、 

ここですでに上 

の差が付いてし 
まつている。一！m 

h J級者とビギナ 

7>-ft ラエ 
のウ 

ン 

はン 
でr 
祭 

空 
雀 

齓； 
基. 
島一 

松： 
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IJ&91と 
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便いい 
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けはに 
抜に財 

つ惑絶 
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頭ので 

ノ n 

凝1 夕 ii»;r 
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場を-周してみるのもい 

いだろう。どこで何が撮 
影できるかを下見し 

て"ランウェイサイドで 

離着陸が撮りたい'夕 
キシIウェイサイドで 

タキシングを撮りたい、 
エプロンでエンジンス 

夕—卜を撮りたいと目 

的を決めておく。 
あらかじめ何を撤る 

か決めておかないと、広 
い航空祭会場を行ったり 

来たり、無駄な時問と労 
力を使うだけで、結局満 

足のいく写真を撮れなかったりする。 
確かに地L展示機は才1プン後なら 

クリアーに撖影できるが、ときには 

終了問近の方が条件が良かったり、 
帰還のためエンジンスタートシーンが 

撇影できたり、M示よりずっとW条 
件で搬^できる場^もある◦ときに 

はハンガーにしまつてしまいがつかり 
させられることもあるが、地上展示 

機をきれいに撮るのと、デモフラィト 
をきっちり撮るのとどちらかを選ば 

なければならないとしたら、あなた 
はどちらを選択するだろうか？ 

※なお、自衛隊ではデモフライトのことを 

「飛行展示」と呼ぶ。マニアのあいだで「展示 
機」というと普通地上展示機を指すので 

ちよつと紛らわしいが、飛行展示=デモフラ 
イトと覚えておいて欲しし。 

航基示行 
地^n展運 

基7iA行の 
里”飛スて 

抑プ㈥表賴 
9^の案定ど 
祭の予な 

空地の表 

マナーも大切に 

航空機フアンの 
地位向上の 

ため、1貝任を 
もった行動を！ 

IV 

海外の入場者数の多 
航空祭では撮影のた 

めの配慮がされている 
場合が多いが、残念な 

がら日本では全く考え 

られていない。そのため 
少しでもいい条件で撮 

影するためには場所取 

りが必要になる。しかしこれが別の 

問題を引き起こしていることも事実 
だ。朝早くからいい場所はフアンに押 

さえられてしまうので、後から来た 
一般の入場者が見学できなかった 

り、ときにはフアンの間でさえトラブ 

ルになつたりしてしまう。 
特に最近クロ！ズアップされてい 

るのが脚立に関するトラブルだ。前 
方にもかかわらず脚立を立てて振 

影しているフアンが今でも多く見ら 
れる。脚立を使01すれば後方の人は 
全く視界が利かなくなってしまう。 

「自分さえよければ」というような 
心無い一部のフアンのため 

に、飛行機フアン全体のイ 
メージが悪くなつてしま 

う。最前列なら座る、ロー 

1C,: 

る、脚立を使うなら後方に下がる 

という気配りを忘れないで欲しい。 
航空機フアンが一般には単なるヒ 

コーキオタクとしか見られないU本 

の現状では、主催者側に対して航空 
機フアンの意見を汲みhげてもらえ 

るとは思えないし、航空機フアンが 
m民権を得ている欧米のように大 

規模なエアショjが開催されること 
も期待できない。 

航空機フアンの地位を確立するた 
めにも、ひとり一人の行動に货任を 

持っていただきたい。 

航空祭で何を撮るか 

夕^—ゲットを絞ろう。 
それ以外は諦めることも 

大切だ 

プ際で立って撮影するな 
dさい子供に前を譲 ら、 

/ 機る 
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阜編 

T真 
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では、プログラムの内容に沿って航 
空祭をどう撮るか具体的に解説し 

ていこう。まず人場したらプログラ 
ムを入手し一日の撮影計画を立て 

る。A衛隊の航空祭は地元所厲部 
隊による才Iプーーングフライトに始 

まり、各種デモフライト、昼休みを 
挟んで午後の部のデモフライト、そ 

してトリを務めるブルーインパルス 

というのが主な流れだ。もちろん地 
h展示機は終日展示されている。ど 

こで何を撤るか計 
画を立てておくと 

無駄なく行動でき 
る。 

プログラムにはフ 
ライト機数と時間 

が記fcされているの 
で、そのデモフライ 

卜機が基地内のど 
こに置かれているか 

まず確認しよう。そ 
うすればエンジンス 

タートやタキシング 

といった地上での撖 
影が可能かある程 

度判断できる。個々 

の航空祭の様子につ 

治 

隹 \ 

救な 
のせ 

0n競だ利 

利ど-鈴 
7なの： 

10示示 真 
V-展展 写 

いてはバックナンパーを見て頭に入れ 
ておくと'会場に着いたときに「あの 

写真はここから撮影したんだな」と 
非常に参考になる。 

才Iプニングフライト(陸OIでは祝 
贺飛行と呼ぶ)は、航空祭の開催を 

祝して行われるフライト。多数の所 
厲機が才1プン後問もなく離陸し、 

編隊で会場を通過する。フライト自 

体は地味だが機数が多い。一度にた 
くさんの機体をおさえるチヤンスな 

ので、離陸を狙うことをお焚めする。 
才—プニングフライトを終えた機体 

は、必ず•兀のエリアに戻ってくる。タキ 
シングやランプインが撮影できるこ 

ともあるので、翁陸や地卜での励きを 
犯う場合は抛影場所を移らなけれ 

ばならない。ただし次のフライトが控 
えているだろうから、オープニングフ 

ライト機を狙うか、次のフライト機 
を肌うかの決断が迫られるぞ。 

才1プニングフライトに続いては、 
機種ごとのデモフライトが行われ 

1なら対地攻喂、 
C-1なら物量投 

下、UH-gの搜 
索救雖など、航 

空機の特性を活 

かした展示内容 
が多い。陸自では 

■k:;0ft. 

地上部隊と連携 
した模擬戦岡が J 

g'0 

る"F.15なら機動飛行、F-4やF- 

行われることも 
ある。どれも 

シヨ^—センタ^—を 

中心に行われるので、カメラに収め 
るためには会場中央に移らなけれ 

ばならない◦センターから外れると 
フラィト機がまったく頭上に現れな 

かつたりすることがあるし、ヘリはフ 

ラィト範囲が狭いので、いい写真を撮 
るためにはシヨ^~センタ1付近から 

撮影しなくてはならない。またスク 
ランブル発進、武装変換といった地上 

でのシ^~ンをシヨーに取り入れている 
場合もあるので、3然その機体の近 

くからでないと#影は出来ないし 

管纖爾窗 
賺屬遍％ 

午後は別の角度から 

お昼休みには 
順光側に 

思い切って 
移動しよう 

: 

様々な角度から撮影 
を試みるにはこまめに場 

所を移さなければなら 

ないが、大きく場所を移 
すにはお昼休みが唯一の 

チヤンスだ。この頃には朝 
とはかなり光線状態(太 

陽の位置)が変化してい 
るので、それを頭に入れ 

て移動する。ランゥェィが 

衆西なら太陽は横方向 
に動くが、ランゥェィが南 

北の基地では午前と午後 
では前後に太陽が動くの 

で、順光から逆光、また 

はその逆になったりと撮 

?る 

戦職 
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イカロス出版刊 
定価2524円+税A5版(226p) 
問い合わせCf03-3267-2766 

本文中でも何度も触れられているrエ 
アベースウオッチングガイド」。陸海空 
自衛隊や米軍の航空基地へのアクセ 
ス、撮影ポイント、所属機、イベント情報 
などなど、カツコいい軍用機写真を撮る 
のに必要な情報がすべて掲載されてい 
るガイドブックだ。ぜひこの本を参考に 
して傑作ショットを作り出して欲しい！ 

待ちに待ったブルーのデモフライト。一番会場が歓声に包まれる時間だ。 
ぜひ良い場所に陣取ってカツコいいショットを撮影したい（写真：鈴崎利治） 

广c 

■m 

巧 
パ 

示機を並べる装備品のアビー 
ルよりも"それを運用してい 

るパイロットや整備員などの 

隊員達の生の姿を見せないな 

んてなんとも残念な気がする 
が、立ち退きを指示されたら 

速やかに従うようにしよう。 
この辺りはぜひ主催者に考慮 

して頂きたいものだ〇 

ここまではフライト機の撮 

影のノウハウを解説してきた 

が、「地上展示機はいつ撖れば 

いいんだ」と思っている方もい 
ると思、っ。残念ながら、デモフ 

ライトに重点を置いて撮影す 

るならば地上展示機を抛影 

している時間はあまりない。 

地上展示機と観客を分ける 

展示方法ならいつでも観客が 

，ハ i 

:::::二 ::r- 

一 
救 

R 4 
K- 

M 
/IV 

卜 
ン 

キ 
命 

救 

St 

写 

如§ 
. 舅 

s:li 

Km: 

にc 
役7 

が Cて 
-3祭 

JP空 
P航 

封£ 

威デ びU- 
隊£ 

衛W 
自舟 

上浮 
海命 

影条件が異なる。順光側へ移動でき 

るならば、思い切つて会場を後にしよ 

う。また午前屮が逆光なら、午後に 
会場入りするくらいの覚悟を持ち、 

登休みを有意義に使って順光側や新 

たなポィントへ移励する。たとえ一 

日中順光の航绝祭でも、同じ位置か 
らでは同じような写真しか撖れない 

と思っておこう。いい写真を： 

撖りたいなら、のんびり昼， 

食を食べているヒマはない 
ぞ！ 

ウトしていくシーンは 
シャツタ丨チャンスの連 

続だ。その人気は航空 
機フアンだけにとどま 

らず、機体の周りには 
早くから人だかりが出 

来てしまぅ。いい条件で 

撮影するためには、か 
なり早い時間帯から場 

所取りをしなくてはな 

らないのだが、地上での 
ブル—インパルスをぅ 

まく撮影できるポジ 
ションが、ブル—のアク 

口をカツコよく撮影で 
きるポジションとは限 

らなしショ^—センタ^— 

やランウェイから外れて 

いたり、観客が集中して 

いるので視界が取れず、 

撮影が非常に困難な状 
況も考えられる。 

これまでデモフライトのベストポ 
ジションにいたならば、あえてリスク 

を犯さずこのままブル^ —インパルス 

の撮影に踹んだ方がいいかもしれな 
い。ウォークダウンを見ることは出来 

ないがブルーインパルスのフライト 

も好条件で撮影できるヮケだから、 

- 

午後は心機一転、別の角^ 

度から撮影にチヤレンジし 
てみょぅ。たとえ午前と午1,1 

後に同じ機体がフライトを 

行つたとしても、まつたく T:.o.心 
遠った写真が撮影できる。0 

さて航空祭も終盤になる 

と、待ちに待つたブルーイン 

パルスのシヨーが行われる。 
パイロットのウォ-—クダウ 

ン、グランドクルーと見事な 

連携を見せるエンジンス 

夕»^卜そしてタキシ*~ア 

にK北ィ 
"上交は力 

帥地奶真スB) 
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ウォークダウンを締めるのもひとつ 

の選択方法だ。逆に、ウォークダウン 

を姐うならこの日のデモフライトは 

諦め、ベストポジションを死守する覚 

悟が必要だ。R本の航空祭の現状を 

考えれば、あれもこれも撮影するこ 

とは不可能に近い。あらかじめ被写 
体を絞り込んだ方が確実な写真が 

撮れるだろう。 

閉幕後も気は抜けないぞ 
生き返った展示機や 

クル^たちの動きを 
撮ってみょ、っ 

ブル^~インパルスのショ^ —が終了す 

ると、航空祭も問もなく閉幕となる。 

この頃から会場では展示機に変化が 
出てくる。帰還する機体はエンジンス 

夕1卜に備え.、観客からやや離れた 

ところに移動されるのだ。味気ない展 
示機に火が入り^1:音とhに息を吹き 

のフイルムを使っていたことを後悔す 
る人もいるのではないだろうか？ 

ここでもパイロットとグランドク 

ルーの緊張感あるシーンが繰り返さ 
れるので、このシヤッターチヤンスは 

絶対に逃してはならない。離着陸は 

普段基地外からでも撇影できるが、 

地上のシーンは航空祭でないと搬影 

できないので、機体だけにとらわれ 

ず、クルーの動きもカメラに収める 

と緊迫感あふれる写真になる。デモ 以心Wき地真 

1 = フライトがfない航空祭では、 
1が一呂ネ 
迫£卽初次々に展示機が帰還していく航空 

陸コ近織钟一祭終了間際の方がはるかに多くの 
シヤツタ—チヤ 

ンスがあるのだ 
が、基地によつ 

てはもうこの頃 

に入場者に退 

場を呼びかけ 

搭ろ。だ 
にひの 

|機す！ 
がわf 

+ 交)> を ヴ 

ゞ敬 ノレー 
の員h 

以備のS)ることもある。 
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アイドルの撮影会が行われる航空祭もある。気分転換に 
飛行機と美女のコラボレーションを撮ってみるのもいいか 
も？（写真：中井俊治） 

機内見学やコクピット見学が行われることがある。めったに 
ないチャンスなのでぜひ見ておきたいところ(写真:編集部) 

目的の航空祭が 
決まったら、その 
基地の所属機や 
イベント内容を調 

ベる。遠方の基地 
の場合は切符や 
航空券を手配した 
り、ホテルを予約 
したりしておく。 

Jウイング6月号付録の「航 
空祭ウオッチングハンドブッ 
ク」&毎月のJウイングで情 
報をゲット！ 

現地に入ってさっそく基地外から外来機が飛 
来する姿を撮影。ホテルでは明日の予定を 
立て、あらかじめ何を中心に撮るか決めてお 
こう。 

開門後は地上展示機にかまわず、ランウェイ 
サイドやタキシーウェイサイドなどに直行。 

デモフライトをいい条件で撮影できるポジ 
シヨンを確保し、オープニングフライトやデモ 
フライトを撮影しよう！ 

- '、{職'‘職: 

驗:い:. 
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当日•午後 
お昼休みにも早めに順光側に移動して良い 
ポジションを手に入れ、午後のデモフライト 
やブルーインパルスなどを撮影する。ブルー 
インパルスのウォークダウンなどは諦め、デ 
モフライトに集中する覚悟も必要だ。 

当日•閉幕後 
地上展示機が帰還のためエンジンスタート 
する。活き活きとした地上展示機と一緒に、ク 
ルーの動きなども写真に収めよう。帰還時の 
「サヨナラ•フライバイ」も見逃せない！ 

1ペ:::r 

多一 

航空祭を終えて帰還の準備をするF-15Jのパイロットと 
整備員たち。（写真:編集部） 

む金^!;■ 
米軍の航空祭では航空機が翌日に帰還する 
ことが多い。その場合は翌日に基地外から居 
残った参加機をばっちりゲットできる。 

—:.’U ノ： 'V: 

鬚S::を 

米軍三沢基地のF-16デモフライトチームの整備クルーと 
観客のふれあいのシーン。こういった航空祭の雰囲気を 
あらわす写真もいい(写真:編集部） 

当日•午前 

準備 

疼空そで写真Ifろう! ^ 

お手軽攻略フローチャート 
最後に、小栗カメラマンの秘伝テクをカンタンにまとめてお届けする。 
航空祭に行く前にはここだけでも目を通してキミだけのショットをゲットしてくれ! 

前日、翌日共に 
基地外からの撮 

影で、基地ごとの 
撮影環境に大き 

く左右されるの 

で撮影ポィント 
はきっちり把握し 

ておこ、っ。その日 
の使用ランゥェィ 

(風向き)に注意 

して航空祭前日 
は着陸機が、翌日 

は離陸機が撮影 

体もこの日は例外的に飛来が許さ 
れていたり、まったく何が来るかわ 

からないといぅ楽しさもあるC 

また前Bとはうつて変わって航空 

祭翌日には展示機が一斉に帰還し 
ていく。といっても自衛隊の航空祭は 

終了時間が早かったり、展示機も比 

較的近くの基地から飛来しているの 
で、航空祭当日に帰還する場合がほ 

とんどだ。逆に米軍基地の航空祭で 
はほとんどの参加機が翌日まで居残 

るヶースが多い。航空祭翌日も居 
残った参加機を確実に撮影できる 

チャンスなのだ。 

できるポイントに向力う。これを間 
違えると大変だ。また使用レンズや 

脚立が必要かなどの細かな情報も 

「エアべースウォッチングガイド」な 
どでしっかり予習をしておきたい。 

氺氺氺 
はじめての航空祭では思うように 

いかないこともあるだろう。しかし初 
心者にいきなり素晴らしい写真が撖 

れるハズないなんて諦める必要はな 
い。ビギナーだからこそ新鮮なヵット 

も生まれるのだ。また航空祭は撮影 
がすべてではない。ヵメラを持っていな 

くても航空機を眺めたり、グッズを 

買ったり、飛行機に興味がある人な 

ら大いに楽しめるイベントがたくさ 
ん行われている。 

とにかく'友だちや家族を誘って 
航空祭に出掛けてみることから始 

めよラ！ 

当Bだけでは 
満足できない人へ 

〜上纖福〜 

外来機飛来ラッシュの 
1刖日にも注目しよ、っ 

航空機に間近で触れたり、 
迫力のデモフラィトに興奮し 

たりと航空祭の楽しみ方は 

檝々だが、スポッターにとって 
航空祭当日に負けないィベン 

卜となるのが、実は航空祭前 
日なのだ。なぜならこの日は 

外来機の飛来ラッシュで、参加機のほ 
とんどはこの日に飛来する。規模の 

大きな航空祭ならば、普段では考え 
られない多量の外來機がゲットでき 

てしまぅ。「でも航空祭当日にも撮 
影できるんでしょ」なんて人はまだ 

まだビギナーだ。 
戦闘機クラスは通常単機で行 

動することは少なく、遠方からは 
るばるやって来る米軍機などは複 

数で飛来することが多い。しかし 
展示スぺースが限られている基地 

では1機しか展示しない場合も 

多いし、なにより動かない地上展 
示機より、実際に飛行している航 

空機を撮影した方がいいに決まっ 

ている。通常の■訓練では決して飛 
来することがない珍機がヒヨッn 

リ姿を見せたり、地元との協定で 
普睽は着陸が禁止されている機 

パ屬' 

フアィンダ^—に入らないクリ 

アーな写真が撮影できるが、 
機体をロープで囲ってしまう 

展示方法もある。この場合、 
クリアーに撮影できるのは 

ゲートォープン後のわずか 
な時間、次は終了間際とな 

る。時間的に余裕があるのは《 
お昼休みだが、こちらは移動 

に時間を使つてしまったり、 
撮影できてもクリアーな写 

真は望めないのでォススメは 
できない。どうせ望むょうな 

写真が撮影できないのなら、いっその 

こと諦めてしまってはどうだろう。も 
ちろん珍機や稀少機など抑えたい機 

体はしっかり撮影するとして、すべて 

の展示機を望み通りに撮影するこ 
とはできない。展示機を諦めた分、デ 

モフライトにエネルギーを集中して 
みてはどうだろうか。それでもどう 

しても展示機を撮影したいという方 
には、次項に注目して欲しい。 

ば利 機崎 
示鈴 



【P-2J対潜哨戒機】 
文=宮本勲 
みやもといさお1950年艰京生まれ。学生時代から航空雑誌にかかわり、のちに 
(株)文林党に人社、航空ファン編集部Rを経てH誌編集媛、世界の傑作機編谁提 
を歴任。1982年にフリーの編集者兼航空ジャーナリストとなって現在に至る0軍事研 
究、世界の艦船、航空情報、週刊AERA、週刊ダイヤモンド、日本語ジャーナル等 
に執筆、歴史群像「太平洋戦史シリーズ」（レ10巻)など祖当爵多数。 

このコラムはタィトルを「私の五つ星ヒコー 
キ」という由である。米国で「五つ星」の軍人と 

言えば、制服組トップの統合参謀本部議長た 
だひとりしかいない。つまるところここでの題 

材は、袒当する執筆者にとって最高のヒコーキ 
を意味するようである。 

「飛行機は私にとってもはや趣味ではない」 
——。7月号の当コラムで、筆者と同業の浜田 

一穂氏はこう®いておられる。浜田氏の記事 
を読んで、筆者は大いにうなづける思いがし 

た。自分自身、そのように感じているからであ 
る。 

筆者にとって、飛行機とは仕事の一部にほ 
かならない。別段、飛行機が嫌いというわけで 

はないが、さりとて記事を書いたり、論評する 
ことに心が弾むようなことはまつたくない。 

,12分の主観よりも客観性が先に立ち、対象を 

観察哲の眼でHることがい性になっている 
せいだろ、っ。 

人はそれを職業的な見方と言うのだろう 
が、あえて否定するつもりはないし、むしろ冷 

めた眼で見ることがプロの務めだと心得ても 
いる。そんなことだから、筆者の「五つMヒコー 

キ」は多分にニュアンスが異なる。 
筆者にとって最高の飛行機とは、自身の取 

材活動に密着した存在でなくてはならない。 
そうなると海上自衛隊のP-2J対潜哨戒機 

をおいてほかにない。P-2Jが全機除籍に 
なって久しいが、筆者自身も、すでに取材の現 

場から半分引退したような存在である。 
1980年代前半からA年代初めにかけ 

て、筆者は取材のためP-2Jによく乗せても 
らった。新年の飛行初めや海氷観測のように 

「お約束」の取材も少なくないが、その多くは 
対潜戦の同乗取材だった。初めてP-2に搭乗 

したのはQ年1月。第3航空隊の初飛行に同 
乗したのが始まりである。 

「百間、一見一一如カズ」という。まさしくそのと 
おりだった。このとき以降、筆者は海上航空と 

対潜戦の取材に精を出すようになる。機会を 
見つけてはと：^つよりも、機会を作っては精力 

的に取材を重ねた。 
P-2 Jは教育部隊も含めて9個航空隊に 

配備されたが、取材せずじまいだったのは鹿 
屋の第203教育航空隊だけ。その203教 

空も、第7航空隊に改編後は二度取材してい 
るから、事実-^、P-2 Jの全部隊を取材した 

と言ってもよかろうと思う。ただ那霸の第-〇 

航空隊に限り、同乘取材は経験していない。そ 
うした例外があるとはいえ、ずいぶんと機会 

に恵まれたものである。 

初めてP-2Jで模擬対潜戦を体験したの 
も第3航空隊だった。レーダーで潜水艦のス 

ノーケルを探知したとの想定に基づいて、対潜 
戦の一連の流れが順を—追って展示された。低空 

でのジュリー戦術や磁気探知機にょるレースト 
ラック機動などを実地に体験できて、実りの多 

い取材だったことが思い出される。 
晚夏の、よく晴れた暑い日の午後だった。海 

上を低空飛行するP-2Jの機内は本当に暑 

い。汗の塩分が析出し、飛行服が白くザラザ 

、ふ， 

ラになるという話は問いていたが、自らそれ 

を体験しようとは夢にも思わなかった。なる 
ほど、本当だと、このとき実感とともに体で理 

解したものだ。こ/っしたことは体験しないか 
ぎり、それこそわかりようがない。現場で取 

材することの重要性はこの点にある。 

鹿屋の第1航空隊では着陸後、胴体のァス 
トロハッチから上半身を乗り出して、いっぱし 

の戦術士気分を味わわせてもらった。アストロ 
ハッチからの見張りは、誘導路走行中の戦術 

士の役割のひとつだ。にわか戦術土の筆者が 
アストロハッチに立っても見張りの役は務まら 

ないから、機畏は内心ヒヤヒヤのしどおしだっ 
たことだろう。 

八戸の第4航空隊では0-?-了近代化型で 
ダイファ^―戦を経験した。ダイファ_—とは方 

位測定機能を持ったソノブイ信号の処理装置 
を意味する。こちらはP-3 Cの戦術にも通 

じる部分があり、それを実地に見学できたこ 
との満足感は非常に大きかった。 

このころになると、もうP -2 Jにも艰りH 

れてきたし、冬場に着る耐寒耐水服にも惯れ 
た。居住性は決してよくないが、不思議と体 

が馴染んでくるらしいのだ。築者がPI2Jに 
限りない愛着を感じる所以はここにある。门 

幅ったいのを承知で言うと、〒21は「わが愛 

機」のような存在なのだ。 
そんな筆者が、PをJに最後に乗ったのは 

go年9月。厚木の第l航空隊で試験飛行操縦 

士課程を取材したときである。本誌でお酬染 
みの伊藤カメラマンと一緒だった。それから1 

年半後、P-2Jは「生涯無事故」の輝かしい 

金字塔を樹立して全機除籍となり、惜しまれ 
ながらQ余年の歴史に幕を下ろした。 

P-2 Jぬ機の総飛行時数はg万2 5 00 

時問。これをB数に換算すると約l年に相当 
する。つまり、P-2 Jは人ひとりの生涯に匹 

敵する時問を無事故で乘り切ったことにな 
る。その時間の幾分かを、多くの搭乗員たち 

とともに自身が共有していることに筆#は無 
上の喜びを感ずる。 
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オートフォーカスはフォーカス•ポイントで被写体を捉えないとピントを 
合わせることが出来ないので、中央にしかフォーカスポイントを持たな 
いカメラや、多点測距が可能なカメラでもセンターのフォーカスポイン 
卜を選択した場合（開放値が暗いレンズや、テレコンバータを使うと自 
動的に選択される場合がある）、作例のような状況ではピントが合わな 
いので注意。多点測距は航空機写真にとっては必需品だ。（Canon 
EOS-3 EF600mm F4L 1/500 f8 RDPII!) 

写货と文/小栗義幸 

オートフォーカス（AF)技術の進歩で、誰でも簡単に航空機写真 

が撮影できるようになった。しかしAFにも欠点があり、常にピント 

の合った写真が撮影出来るわけではない。ときには失敗すること 

もある。どうしてAFなのにピンボケ写真になってしまうのか、また 

少しでもピントの合う確率を高めるためにはどうしたらいいのか。 

そのためにカメラの機能を知っておこう。 

合わせるよりAFの方が遙かに高速しかも正 
確。私自身も現在ではA 1^撮影が0%以上を占 

め、特別な場合以外はマニュアル•フォ—カスで 
ピントを合わせることはなくなった。 

それでも現在でもピンボケ写真が根絶され 
たわけではない。どうしてAFなのにピンボケ 

になつてしまうのだろうか。 
ピンボケになつてしまう原因は①フォI力 

ス•フレ—ム(メ—力—によつてフォ—カス•エリ 
アなど名称が異なる)に被写体がない、②被写 

体を検出できない、③誤った被写体を検出して 
しまう、④フォIカスが間に合わないの4点が 

ある。それぞれ順番に解説していこう。 

ケ1ス① フォ—カス，フレ_ムに 
被写t»がない 

ピントが合，〇のは画面の一部 

AFカメラが登場した頃はいつの日かピント 
合わせから開放され、フアィンダ—だけに集中 

して自由な構図構成が出来ると思っていた。し 
かし発展途上にある現在ではAFを作動させ 

るために、必ずフォ—カス*フレ—ムに被写体を 
置かなければならず、マニュアル•フォーカス•力 

メラに比べてフレ—ミングが制限されたもの 
になつてしまつた。 

マニュアル.フォーカスでは画面のどの位置に 
被写体が来ても、ファィンダ—で確認しながら 

ピント合わせが出来たが、AFではこのような 
訳にはいかない。AFカメラはピントを検出す 

るフォ—カス•フレ—ム以外ではピントを合わ 

航空機写真はビントが命 
AFは夢のメカニズム 

AFカメラが登場する前は、ピント合わせは 

当然手動(マニュアル)で行っていた。望遠レンズ 
で高速飛行する航空機にピントを合わせるの 

は、それなりの熟練と経験が必要で'ビギナ— 

がシヤ—プな写真を撮影するのはかなり難し 

かった。当時はピント合わせが上達する方法は 
「気合い」とか「練習あるのみ」と、まるでスポ 

根•マンガのような役に立たないアドバイスを 

上級者から頂いたものだった。でも今はそんな 
時代ではない。根性や気合いなどなくても簡単 

にシヤープな写真が撮れるようになった。 

AFカメラの登場は1963年にキヤノンが 

発表したのがその始まり。Q年代にはフォ—力 
ス•エイドと呼ばれる機構がQni一眼レフカメ 

ピントが合ったことをフアインダ—内の信号で 

撮影者に知らせるもので、それを頼りに撮影 
者自身がヘリコイドを操作してピントを合わ 

せるというものである。シヤツタ—とフオ—力 
ス•エイドが連動して、ピントが合ったときだけ 

シヤッタ—が切れるカメラもあったが、いずれ 
にしてもこの頃はまだモ—ターでレンズを駆 

動する技術はなかった。 
間もなくモIターでレンズを駆動させ、自動 

的にフォ—カスを合わせるカメラが登場する 
が、初期の<1^カメラは飛行機どころか歩く人 

間すらピントを合わせることが出来ないお粗 

末(技術革新という観点では画期的だったが) 
なもので、AFに対応したレンズも高画質タイ 

プはなく、明らかに一般ユ—ザIを夕—ゲット 
にしたものだった。 

航空機写真や、同じように動きのある被写 
体を捉える乗り物系写真、スポ！ソ写真など他 

方面からの実用的なAFカメラの登場を熱望 
する声も高く、そんな中、次々にAU-カメラは 

アップデ—卜していった。 
現在では各メ—力—とも郎_カメラのフラッ 

グシップ機はAFカメラに切り替わり、プロ使 

用の上級機種だけでなく、中級機種の性能も 
以前の上級機種を上回るほど高性能になり' 

I般ュ—ザーにも手が届く手頃な価格で発売 

されている。 

その性能は、上級者がマニュアルでピントを 

せることが出来ないからだ。 
そこで少しでも自由なフレ—ミングが出来 

るように、フォ—カス•フレームを増やした多点 

測距が一般的になつてきた。しかしこれでも画 
面全体をカバ—している訳ではないので' AF 

フレ—ムと被写体の位置に注意し、予め航空機 
の動きを予想してフォーカス•フレームを選択 

しておくことが最も効果的だ。 
しかし予想が付かない場合や予想外の動きを 

見せた場合は、画面構成をあきらめて航空機を 
フォ1カス.フレ—ムに持つてくるか、AFスイッ 

チを切りマニュアルに切り替えるしかないが、突 
然の事態に後者の方法はまず不可能だろう。 

上級機種ではフォ—カス•フレ—ムを被写体 

の動きに連動し、自動的に選択する機能があ 
るのでかなり高い確率で航空機を追い続けて 

くれる。このような自動選択の場合でも、予め 
フォ—カス•フレ—ムを選択した場合でも、必 

ず被写体となる航空機とフォ—カス•フレ—厶 
を合致させることが、AF撮影では鉄則だ。 

ケ—ス② 
被写体を検出Tきない場合 

機体形状、塗装にも注意しよう 

航空機をうまくフォ—カス•フレ—ムに捉え 
ても、被写体のコントラストが低い場合はAF 

がうまく機能しない。軍用機の多くは視認性が 
低い塗装をしているので、AFにとつてはあま 

りいい条件ではない。しかし視認性の低い塗装 
であつても最近のAFカメラは、機体の凹凸や 

それによつて生じる影なども関知してうまく 
AFが作動してくれるが、場合によつては 

フォ—カス•フレームと被写体が重なつている 
のにAFがうまく働かないので注意が必要だ。 

機体全面が反射率の低いフラットな塗装と 
いえばステルス機が代表例だ。直線で形成され 

ゴツゴツしたF-117は太陽光線が当たると 

ハイライトとシャド—の差がハッキリ出るが、 

B,2はなめらかな曲線で形成されているため 
影もフラットだ。そのためB-2の方がコントラ 

ストがfi:く AFは働きにくい。 
ステルス機のような極端な場合でなく視認 

性の高い塗装の機体でも、クロ—ズアップのよ 
うにフラットな面が多くなると、フォfカス•フ 

レ—ムにフラットな部分が重なつてしまうとA 

ドがうまく作動しない。この場合<1^を作動さ 
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便利な多点測距だが、自動選択に頼りすぎると思わ 
ぬ失敗をしてしまう。作例の場合はピントが機体とク 
ルーを行ったり来たりと、カメラが判断を迷っているの 
でオートフォーカスをオフにして撮影した。距離が違う 
被写体が画面に混在する場合は、手動でフォーカス 
ポイントを切り替えるか、マニュアルフォーカスに切り 
替えてシャッターチヤンスを逃さないようにしよう： 
(Canon EOS-1 VHS 400mm F2.8L 1/500 ¢6.7 RDPIII 

---仏、. 一^一一々.,_.1L 

今^の¥オススメ商品!! 
Canon EF600mm F4L IS USM 
標準価格：1,290,000円（ケース、フード付き） 

高解像•高コントラストな画質に加え、手ブレ補正が加 
わった“EF600mm F4LIS USM”。世界最速レベルの高 
速AF.AFストップ機能(このボタンを押すと一時AFがス 
トップするため、文中にもあったように目の前を横切る障 
害物にフォーカスが合わない）など操作性のよさで航空 
機ファンにも人気の高いレンズ。従来モデルよりも80Og 

も軽量化され（5,360g)、ホールディング性ゃ機動性にも 
優れている。400mmクラスが主流の航空写真では 
600mmを使用すると一味違った写真が撮影できるゾ。 

上記の商品のお問い合わせは 

マップカメラ 
新宿1号店〒160-0023 

東京都新宿区西新宿12-5 S03-3342-3381 
秋葉原店〒101-0021 

東京都千代田区外神田3-15-6 S03-5295-6811 

URLihttp://www.mapcamera.com 
※その他商品につきましては次ページをご覧ください。 

マップカメラでもjウイングが 
お求めいただけます。 

軍用機撮影 
第8回実践編 

AFカメラのフオーカシング 

カメラ?:使I、二なそう 
誤作動してしまぅ。 

狙った航空機からいっ 
たんフォ1カスが外れ 

てしまぅとリカバリ— 

するまでに時間が掛か 
り、その間に航空機は 

通過してシヤツター 
チヤンスを逃してしま 

，つ0 

突発的に画面を横切 
る邪魔者を予想するの 

は難しいが、電線など 
予想できるものであれば、シャッタ—ボタンか 

ら指を離すか、<:1^ストップ.ボタンを押して一 
時的にAFをストップさせ邪魔者を検知させな 

いようにするか、フォ—カス•センサーの自動選 
択をあきらめ'邪魔者に掛からないフォ—力 

ス•センサ—を選択しよう。 

ケ—ス④ 
フォ—カスが闉に會わない 

こんな場面はまず考えられないが 

これはもうどうにもならない。AFスピ—ド 
よりも航空機の動きが早すぎてフォーカスが 

間に合わないわけだが、このような場面はまず 
ないと思われる。エアシヨ—のデモフライトで 

見られるハイスピ—ド*パスは時速8S900 
J、しかし安全のために高度を設けるので今の 

カメラのAF性能で追随出来ないことはないだ 
ろう。よほど高度を抑えて観客の頭上を通過 

しない限りAFが追いつかないことはない。それ 
でもフォ—カスが間に合わないというのは' A 

F性能が劣る古いカメラやレンズを使っている 
ためで、機材を買い換えるかマニュアルでピント 

を合わせるしかないだろう。 

才—トフォ—カス=全自動という考え方は間 
違っている。才—卜が正確に働くためにはあな 

たがカメラに適切な条件を与えなければなら 
ない。ここでは「飛んでいる航空機を撮影する」 

という航空機写真で最もべ—シックなシチュ 
fエ|シヨンを想定しているので、<0_モ|ドは動 

体予測モ—ドを基本として解説している。状況 
が変わればもちろんピント合わせの方法も異 

なるのだが、基礎講座なのでここまでにしてお 
こう。カメラの機能を頭の片隅に置くだけで 

も、かなりピンボケから開放されるのではない 
だろうか。 

_ 

せるには、フォーカス•フレ—ムを塗装の境界線 

や外装の継ぎ目などに持ってくるのだが、注意 
しなければならないのはフォ—カス•フレ—ムに 

は縦線検出センサ—と横線検出センサ—がある 
ということだ。縦線検出センサ—は画面上の縦 

線を検出してピントを合わせ、横線検出セン 
サ—は横線を検出する。いいかえれば横線検出 

センサ—は縦線を、縦線検出センサ—は横線を 
検出できないということになり、いくら横線検 

出センサ—に縦線を合わせてもピントが合うこ 
とはない。そこで画面中央部のフォ—カス•セン 

サ—には縦線横線のどちらでも検出可能なクロ 

ス•センサ—を採用しAF精度を高めている。 
通常のフォ—カス•センサ—とクロス.セン 

サ—では精度が異なるので、出来れば普段は精 
度の高いクロス•センサ—でピントを合わせる 

ようにしたい。上級機種ではクロス•センサ—が 
複数配置されているので、精度の高いフォ—力 

シングが行えるようになつている。しかし複数 
のクロス•センサーは画面中央部にしか配置さ 

れていないので、フレーミング次第では精度の 
低いフォ—カス•センサーに切り替えなくては 

ならない。 

ケ—ス③ 
調つた被写体を検出してしまd 

便利な自動選択は予測不可能 
*- 4 « V 4 4 * « * V « *■ A t • * ■ ^ > «■ *- * * 4 * * V « * ^ ^ * A i 4 « # * « * # ■ W * » » fr « V # » 

これはフオーカス•センサ—を自動選択にし 

ている場合に起こる。 
撮影者の意志とカメラが検出する被写体に 

誤差が生じるためで、機械であるカメラが常に 
撮影者が狙つている被写体を捉えるわけでは 

なく、誤った被写体(撮影者から見れば誤った被 
写体だが、カメラにとつては与えられた条件を 

処理しているに過ぎない)を検知してしまうか 
らだ。 

自動選択というのは便利なシステムだが、こ 
のような落とし穴もある。またフォ—カス•フ 

レ—ムが正確に被写体を捉えていても、被写体 
の前を横切るものがあるとカメラがそれを 

誤つて検知してしまうこともある。たとえば 
狙った航空機の手前を人が横切ったり、電線や 

電柱がフレームを横切つたりすると、センサ— 
がそれを関知してフオ—カスを合わせようと 

パ14爾 ii 雇邏 A 邏 
Itrait_jUk_trk It Mr ^ - 7 ■ r Msmw MB 
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2号店 デジタルカメラ1 fgドaシカメラ 
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サフカ-ショップ 
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» 

• 
ソフマップ 
m ファースト 

キッチン 
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■ 街道』 U 

H9B 03 3342-3381 
HIE 03-3342^3383 

FAX 03-3342-3350 
〒160-G023東京都新宿g西新宿1-12-5 

TEI03-3342-33S2 
FAX 03-3342-3423 

〒1SCM)023東京都新宿!！西新宿1-13-6 

TEL 03-5295-6811 
FAX 03-5295-0813 

TlOt.0021東京都千代田区外神田3*15-6 

Map camera Akihabara 
ぉ. 

hH^ n 门 门 ~n 
1マップ:ti メラ膙原店 

i 1 •プ □ 3 

)01 MZ-S 
(Si* Bk): 

鼸親綱は_にて遴避 
月々¥3800円X 24回 

■ペンタックス35mmボディ 
MZ-S+BG-10セット 
■ベンタックス35mmレンズ 
FA31mmF1.8LTD 
FA43mmFl-9LTD 
FA77mmF1.8LTD 
FA20-35mmF4AL 
FA*28-70mmF2,8AL 

mF2.8ED 
FA*85minF1.4 
FA*300mmF2T8ED 
FAMOOmmFS.BED 

nl ¥フ？.800 &リジナルフイルタ— 

MCノーマルフィルター 

a 7 ¥フ？，BOO 
AF85mmF1.40 Limited ¥178,000 
AF17-35mmF3.5G ¥179,800 
AF2小1 D5mmF3、5-45D ¥47,800 
AF28-70mmF2,8G ¥1?B_B00 
AF AP0BQ-200mmF2f8G ¥175,800 
AF AP010M00mmF4.5-5.6D ¥57,000 
AF RefBOOmmFS ¥57,800 
AF AP0600mmF4 ¥6?9,000 

フィルタ_梓にはメーカー名ちサイズ_もなW 
シンプルな外観。踫マルチトトタイプなtf5 
中間マ-ジンを-讎除したリ-ズナブルフイルタ- 

82mm ¥2300 
77mm ¥1900 
フ2mm ¥1800 
6フ_ ¥1600 
62mm ¥1400 

58mm ¥1200 
55mm ¥1000 
52mm ¥1000 
49mm ¥900 
48mm ¥900 

MC-CPL円偏光フイルター 
32mm 
77mm 
72mm 
67mm 
62mm 

¥6980 
¥5980 
¥5280 
¥3980 
¥3480 

58mm ¥2フ日〇 
55mm ¥2680 
52mm ¥2480 
49mm ¥2380 
48mm ¥2300 

スタッフ募集中！カメラに興味のある方、お電話下さい。 
株式会社マップグループTEL„ 03-3342-3400 maDcamera.com 

F10Q 
ノ 

□ぜ‘—:… 

餓賺糊!_話I:て鱺翻__話にて鼸翮価は硝話にて 
月々 ¥8500円 X 24回 月々 ¥ 14800円 X 6 0  

■ニコンボテイ 
F5 
F80S 
F80D 
FM3A (Si) 
FM3A (巳k) 
■ニコンレンズ 
AF E018-35mmF3.54.5D 
AF24-85mmF2 
AF-S ED24-85mmFa5 
AFS ED28-70mmF2.8D 

罔々 ¥ 7200円 X 24回 AF28-105mmF3.5-4.5D 

—!■ AF-S EDB0-200nrnF2.8D 
Mil AF VREDaO4Q0mmF45-5.SD 

r^rWT AF60mmF2.8Dマクロ ir> W 
AFSBmmFl.4D 

8 4D If*11111 
15A5G W 

■て冰 

-S EDB0-200mmFE 
AFVRED80403_F45-E 
AF60mmF2,8D マ 
AFSBnnmFl.40 _ 
AF1OSnnmFS.日□マクロ ISBSflj 
AF-S 印300mmF2.8D II ^Igg 
AF-S ED3Q0mmF4D 
AFS ED40DmmF2BD II RHijSK 
AF-S ED50DmmF4D II 
AF-S EDB00mmF4D II 
TC-14EII /TC-20E \l 
As-s45mmF2.8P 

p 

測涵耀 
インターネットで通信販売•買取受付中 
http:// www_mapcamera.com_ 

惠額買取実施中 お気軽にお持ち下さい。l^i ■ 
c不要のカメラ_レンズを即現金化いたします。遠方^>方は宅急便の送料^キ:お送 

マップカメ5トレードセンター m 0077-2323-0099 

全!！通信販売L1たします。棚L1目せは新宿1芎店TEL 03-3342-33B1 

IW 

創業祭ご奉仕企画Parti 創業祭ご奉仕企画Part4 

創業祭ご奉仕企画Part2 
恥:.'， 

創業祭ご奉仕企画Part3 

■ 
EOS 7 

_ gp1 

¥2?2,000 
¥174,000 

:：j 

特価¥ 6?800 特価¥ 9?8,000 
月々¥3100円ズ£4回 月々¥20600円X60回 

■キヤノンポディ 
EOS-IV HS 
EOS 3 
_キヤノンレンズ 
EF16-35mmF2,日LUSM ¥194,000 
EF28-7QmmF2.8L USM ¥ 178,000 
EF70-2a0mmF2,8L USM ¥978,000 
EF28-135mmFa5*5.613 USM ¥57,800 
EF35-35D_F3S5,6L USM ¥1?5,000 
EF75.300mmF45,6IS USM ¥57,800 
EF10Q400mmF4,5-5,6L IS USM ¥179,000 
TS-E24mmF3,5L ¥172,800 

EF28mmFhB USM 
EF35mmF14L USM 
EF50mmF1.4USM 
EF已5mmF1.2L USM 
EF100mmF2,8 USMマクロ 
EF135mmF2LUSM 
EF200mmFl.81USMII 
EF3D0mmF4L IS USM 
EF300mmF2.8L IS USM 
EF400mmF4D0 IS USM 
EF5QDmmF4L IS USM 
EF600mmF4L IS USM 

¥57,800 
¥176,800 

¥37,800 
¥1?9300 

¥57,000 
¥9?,S00 

¥3?6,000 
¥195,800 お電話にて お爾話にて 
¥7?8,000 
¥9?8,000 

特価¥ 56,000 
月々¥2600円x 24固 

ご不要のカメラ高く買います 

WANTED 
カメラ•レンズ高願取 
下取交換大歓迎 

Canon EOSOVHS 
Canon EOS-1 V 
Canon EOS-1 N 
Canon EOS-3 
Canon EOS*5QD 
Canon EOS-7 
Canon New EOS Kiss 
Canon EOS Kiss 111 
Canon EOS Kfss HIL 
Canon EF20mmF2.8USM 
Canon EF28mmF1.BUSM 
Canon EF50mmFL4USM 
Canon EF85mmF〗,8USM 
Canon EF300mmF2.8L-IS 
Canon EF4QDmmF2i8L-IS 
Canon EF400mmF4*Q0 
Canon EF5Q0nrimF4US 
Canon EF16-35mmF2,8L 
Canon EF17-35mmF2BL 
Canon EF28*7DmmF2,8L 
Canon EF24-B5mmF3.54.5 (BK) 
Canon EF2frKBmniF3.54.5USM II 
Canon EF28-135mmF355+6*IS 
Canon EF70-200mmF2.8L ¥97,500 
Canon ER0-2ODmmF2.8US ¥ 180,000 
Canon EF70-2Q0mmF4L ¥60,000 
Canon EROMOamF4.5利し13 ¥ 140,000 
Nikon F5 (320〜） 
Nikon F4 (S60〜） 
Nikon FIDO 
Nikon F90X 
Nikon F80S 
Nikon F8QD 
Nikon US 
Nikon AF28mmF1.4D 
Nikon AF50mmFl44D 
Nikon AF50mmF1.8New 
Nikon AF5DmmFl,8D 
Nikon AF85mmFI,4D 
Nikon AF.S17-35mmF2BD 

I■じ深二 
¥17フ,000 
¥147,000 

¥88,000 
¥85,000 
¥32,000 
¥53,500 
¥15,000 
¥21,000 
¥28.000 
¥4a000 
¥3フ，DDO 
¥ZQ§QOO 
¥31*000 

¥353,000 
¥650,000 
¥480,000 
¥5フ0,000 
¥145,000 

¥97,000 
¥90,000 
¥27,000 
¥21,000 
¥40,000 

¥160,000 
¥90,000 
¥97,000 
¥45,000 
¥55,000 
¥42,000 
¥22,000 

¥121,000 
¥20,500 
¥10,000 
¥13,000 
¥77,000 

¥138,000 
Mikon AF18-35mmF354.5D ¥42,000 
Nikon AF24-85mmF2B-4D ¥48,000 
Hkon ARS24^5mmF3.54 5G ¥33,000 
Mikon AF-S28*70mmF2ED ¥125,000 
馳on AF28r]Q5mmFa5-4.5D ¥2フ,000 
Nikon ARD70*300mmF4^a6D ¥38,600 
Nikon AF-S8Q-S00mmF2.8D ¥130,000 
Nikon AFVR8CM0D画F455f D ¥ 140,000 
Nikon FM3A (BK) ¥53,000 
Nikon NewFM2 ¥37,500 
Nikon Ais45mmF2.8P (BK) ¥£7.000 
Nikon AisSOmmR ,4 ¥21,000 
MINOLTA a9 ¥120,000 
MINOLTA a7 ¥55,000 
MINOLTA aSweet II (BK) ¥31,000 
Pentax MZ-S ¥62,000 
Pentax Z-1P ¥35,000 
Psntax LX+FA-l (540〜）¥110,000 
CONTAX RTS-3 (260-) ¥140,000 
CONTAX RX ¥65,000 
CONTAX N1 ¥90,000 
CONTAX NX ¥48,000 
YASHICA FX-3Super2000 ¥ 17,000 
OLYMPUS 0M<1N(BK) ¥S5,000 
OLYMPUS OM^3Ti ¥ 120,000 
OLYMPUS 0M-4Ti ¥80,000 
OLYMPUS QMe0Q0TQM35-70 ¥20,000 
OLYMPUS 0M50mmF2 MACRO ¥52,500 
OLYMPUS OM90mmF2 MACRO ¥B1 f0Q0 
OLYMPUS OM35-SOmfnF2.8 ¥95,000 

r買取ご利用方法 

t表示価格は6月28日現在の買取上限金額でX； 
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JT&i汗券：30000円分-弓名様 
、京ディズニづンドorディズニー:/-ベア招待券15組30名様 
マップカメラお買物優待券10000万円分——2名様 
マップカメラお買物優待券、5000円分一10名様 
マップカメラお買物優待券1ODD円分 50名様 
マップカメラお買物優待券 500円分一100名様 

www_mapcameraxom/i 

秋葉原店へのお問い合せは 

買取 

參住所、氏名、電話番号、胃取方法（現金書留か 
銀行振込をご指定下さい。尚、銀行振込の場合は 
銀行名/支店名/口座番号のメモち同封して下さい} 
t身分H明醫のコビーを同封してご郵送下さい。 

馨商品到1後、即日スビ_ド査定をして、金額を 
ご連結いたします。 

參蜃留手数料，振込手数料は当社負担となります。 
⑩書留/振込ともに1週間程で送金となります。 
_キズ■汚れ等がある場合又は、当社の在庫状況に 
よっても買取金額は変動します。 

•店頭胃取も大软迎！身分証明書をご持参下さU 
(18歲未満の方は保護者の同意書が必要です) 

古カメラは新宿1号店 

携帯電話からカメラの買取相場が 
検索出来るようになりました。 
インターネット対応の携帚電話か5 
下記のアドレスにアクセスして 
画面の指示に従つて操作して下さい。 

3年保険付 3年保険付 3年保険付 

3年保険付 3年保険付 3年保険付 

rC^n^n imm 
7月27 • 2昍は創業祭恒例、行列の出来る中古特価セ-ル 

S35mmネガフィルム1本現像無料券or 
デジタルメディアブリントLサイズ10枚無料 

«LT • ： ： ,.. ；.. —マ 

中古特獅DAYS 

販店も驁きの数: 限定特価販売 創業祭期間中30000円以上こ 1U用(86売•買取)のお客様にJTB旅插や 
マップカメラお_讎券等が当たるスクラッチカ-ドを差し上げます。 
「八ズレJが出ても35mmネガフィルム現像節券としてご利用に 
なれます。詳しぐ掂頭スタッフまで33#ね下さい。 

.編.疆 

新品商品特価販売 削って当てろ スクラツチ 

付属品が35つたら忘れずに… 
今月の翻指顔騙S 

秋觀店imiie 
月〜土曜日11:00 
日曜祝祭日10:00 

ao：oo 
19:00 

〜SO : 30 

Map Camera 



中島九七式三号 
艦上攻撃機（B5 N2) 
全幅：15.52m 
全長：10.30m 
全®: 3.70m 

自重：2279kg 
全備重量： 3800kg 

発動機：中島「栄」一一型 
(離昇出力970hp)X1 

最大速度： 378km/h 
搭載魚雷，弾：800kg魚雷XI、または800kg爆弾XI 

または250kg爆弾X 2 

乗員:3名 

へ:：心， 

1937年の日本で採用されたとは思えない近代的かつバランスの取れたフオルムが印象的な九七式3号 
艦上攻撃機。胴体下に爆弾や魚雷などを搭載しておらず連絡飛行中と思われる 

九七式艦上攻撃機は出現当時、 
かたまり 

日本海軍機としては新機軸の塊のような航空機であった。 
真珠湾攻撃最大の立役者となるも、その後は 
長い下り坂を歩むことになった九七式艦攻の生涯を追ろ 

真珠湾攻撃隊第1集団特第4攻撃隊長、松村平太大尉が操縦する九七式三号艦上 
攻撃機（B 11-320)。偵察員は城武夫一飛曹、電測員は村尾定一飛曹。1941年12月8 

日、空母「飛龍」。 
機体上面は暗緑色と土地色のまだら迷彩で、機体下面とプロペラは銀色。尾部の2重 

帯は青。尾翼の機体番号は赤で2本線は黄色で塗装されている。機首は眩惑（太陽光が 
反射して目がくらむこと）防止のため黒く塗られていた。 
松村大尉率いる特第4攻撃隊(8機)は作戦通り真珠湾に到着すると、戦艦オクラホマ 

と戦艦コロラドなどに次々に魚雷を命中させ、緒戦の大勝利に貢献した。 
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第36回 

中島B5N 
九七式艤上攻擊機 

日本海軍艦攻の歩み 
日本海軍において「攻撃機」とは 

i魚雷投下と水平爆撃を行ラ航空機を指した 

第二次大戦前の艦上攻撃機とい 
えば、雷UIまたは水平/緩降下爆撃 
を主任務とする空母搭載機を指し、 

パィロット、航法士、無線手兼後方銃 
手が搭乘する3趣機が普通であっ 

た。日本海軍では大正時代に、三菱 
がィギリスから招いたハーパート.ス 

ミス技師設計のQ年式艦上雷槃機 
(三葉、単座)を採用し、我が国最初 

の空母「鳳翔」(大正2年完成)に搭 
載したのを皮切りに、三菱一三式、 

八九式艦攻といずれも外国人設計 
複葉機を使用してきた。昭和に入る 

とよぅやく国内開発の機運が高ま 
り、昭和7年と9年に中島■三菱両社 

に対し2回にわたって艦攻開発(7試 
\9試艦攻)の指示が出されたが、い 

ずれも构能不十分として不採用とな 

り、空技廠が間に合わせに作った九 
二式、九六式複葉3座艦攻をそれぞ 

れ採用してお茶を濁していた。 
九六式艦攻の九六式は皇紀25 

9 6年(昭和1年/19 3 6年)採 
用を表していて、この頃の陸上機は 

すでに全金属製セミモノコック構造、 

低埏片持ち式単葉機の時代に入って 
いたのだが、艦攻は重い魚雷を抱いて 

狭い空母上から作戦を行なぅ関係で 
旧態依然たる木金混成.複葉型式を 

採用していた。しかし海軍は世界の趨 
勢から見てすでに旧式機であること 

を充分に_覚していたことと、アメリ 
力で近代的な単葉艦攻が開発されて 

いたことなどから、昭和A年に再度 
中島と三菱に対し、ょり高性能の0 

試艦攻開発を命じたのであった。 
海軍の要求は全幅^6以内、折り 

畳み時7 m以内(後に7.5mに緩 
和)、最大速度333 J \ h、航続時 

間は800故魚雷搭載.巡航2 5 0 

J/hで4時間以上、合成風速05 

\秒(後に02\秒)で10 06以内 
の滑走にょり離艦可能、当時；！取新の 

技術である可変ピッチプロペラやフ 
ラップ、車輪ブレーキなどを導入す 

ること、とい、っもので、複葉機ではな 

く低翼単葉•全金属製の機体をm指 
したものであった。両社とも海軍の 

意向に沿った機体開発に取り掛かっ 
たが、中島はそれらに加えて油r作 



動の引込み脚(我が国の単葉機とし 

ては初)やセミィンテグラルタンクを 
採用するなど、より斬新な設計手法 

を採用していた。これは同社が昭和 
8年以降アメリカからノースロッブ 

2E偵察機、クラークGAぬ輸送機、 
ダグラスDC-2輸送機などの新型 

機を輸入して様々な角度から近代 

的航空機の研究を続けていたことか 
ら、その影響を多分に受けたためで 

あった。 

中島の0試艦攻開発は社内呼称 
K、中村勝治技師を設計主務として 

行われ、昭和1年2月に試作1号機 
が完成した。この1号機は上記新機 

軸の他に日本機としては初のファウ 

ラーフラップと油圧による主翼折り 

畳み装置を装備して完成した。これ 
ら2つの機構は結局トラブルが多 

かったため、生産型では2号機に装 

備されていたスロッテッドフラップと 
手動式折り畳み機構に変更されて 

しまつた。 

Q試艦攻1号機は昭和2年1月 
Q口に初飛行を行なったが、5日の 

試験飛行の着陸時に片脚が引込ん 

でしまい機体を大破した。修理後、 
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同機は2号機とともに2月末海軍 

に納入され、追浜に運ばれて三菱製 

S試艦攻との比較審査が行なわれ 
ることになつた。 

海軍初の近代的雷撃機 
画期的システムを搭載した 

中島製九七式艦攻が主採用される 
中島のA試艦攻は光3型(離昇8 

30P)、三菱は金星3型(同910 

加)といぅいずれも自社製エンジンを 
装備していたが' 離着艦性能、航続 

力、800gといぅ兵装搭載量など 

を確保するため両機とも大面穑の 

主翼(y.7dと如-o，mを採用し 
たことが共通点であり、逆に最大の 

相違点は中島が引込み脚であるの 
に対し三菱はスパッツ付きの固定脚 

を採用したことであつた。 

海軍による比較審査は鈴木正一 

技術少佐を長として行なわれたが、 
両機とも一長一短があってなかなか 

採用機が決まらないといぅ事態に 

なった。中島機は全体に新機軸が多 
く、いくらか性能も高かったが、それ 

だけに取り扱いや整備面での錐しさ 
があった。三菱機は固定脚採用とい 

ぅ点を除けば中島機に劣らない近 

代的設計で、最大速度や上昇力では 
いくらか劣っていたものの、取り扱い 

容易という点では中島機をしのいで 

いた。 

結局海軍は9ヶ月にわたる 

比較審査の結果、2年2月g 

日になって中島機を九七式1 

号艦上攻撃機(B5N1)、三 
菱機を九七式2号艦上攻撃機 

(B5M1)として両機とも採 
用する決定を下した。しかし 

鈴木少佐は中島機のほぅが将 
来性に富んでいる、つまり性能 

向上の余地が大きいとコメント 
しており、海軍は中島機を主、 

三菱機を従として調達を進め 
ることになったのである。 

昭和0年末には中島がエン 

ジンを自社開発の栄1型(lo 

〇〇如)に換装した改良型を完 
成させたことにょり最大速 

度、上昇力がともに向上して 

三菱機との性能の差が広が 
り、M年末に九七式3号艦上 

攻幣機(B5N2 )として制式 

採用された。なお光が9気筒 

単列星型エンジンだったのに対 

し、栄は：^気筒複列星型で直径がQ 

0以上も小さくなった。このため1 
号艦攻は胴体直径ょり太いNAC A 

ヵゥリングを装備していたが、3号 

艦攻はヵゥリング直径が大幅に減 
少して胴体とスムーズにつながるデ 

ザィンとなった。これは中島設計陣 

が当初から栄採用を念頭に入れて 

設計を進めていたからだ。 
結局九七式1、3号は中島で8 7 

〇機(ぅちA機は後述の練習機型)生 
産され、他に愛知で200機、広工廠 

で180機以上(いずれも3号)生産 
され、総生産数は12 5 0機に及ん 

だ。なお昭和y年に、九七式1号艦攻 
には九七式艦攻H型、3号艦攻には 

2型の制式名が与えられた。練習機 
型は九七式1号練習攻擊機(九七式 

練習攻撃機1型/B5N1-Kと呼 

ばれ、中央の航法士席に操縦装置を 
追加したモデルであった。 

もうひとつの「九七式艦攻」 
三菱が設計した固定脚、楕円翼の雷撃機 

「九七式2号艦攻」 
一方、九七式2号艦攻は三菱と広 

工廠で計12 5機(15 0機説もあ 

る)生産されたが、比較的知られてい 
ない機体なのでここで一通り解説し 

ておこぅ。本機は三菱社内名力-0の 

名のもとに、高橋巳次郎技師を設計 
主務者として開発され、昭和1年1 

月]日に初飛行を行なった。翼面積 

は中島機よりいくらか大きく、セミ 
フアウラー式フラップ、ドループェルロ 

ンを採用するなど離着艦性能を重 
視したデザインだった。主翼外興部、 

垂直尾翼は楕円を取り入れた平面 
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形をしており、主翼折り畳み機構は 

人力式で後方に折り畳む方式だった 
が、生産型では中島と同様、h方折 

り畳み方式に改められている。 
なお昭和2年7月7日に空母「加 

賀」で行なわれたテストでは、三菱、 

中烏両機とも良好な離着艦性能を 
発揮したが、強風下での主興折り畳 

み作業に際して両機(中島は油圧式 
の一号機)とも折り畳み部分を破損 

するというトラブルを强生した。 
2号艦攻は生産数が少なかったこ 

ともあって、空母に配備された機体 

はなく、中国戦線に少数が派 
造された他は、横須贺、佐世 

保' 土浦などの趣地航空隊に 

配備され主として訓練や沿岸 
警備に使用され、戦争末期に 

は特攻機としても出lした。 

華々しい戦果を挙げることも 
なく非常に地味な生涯を送っ 

た機体だが、これには楕円興、 
固定脚などの外見が九九式艦 

爆に非常に似ていたため同機 
と誤認されたケースが多かっ 

たこともその一因らしい。実 

際アメリヵは本機の存在に気 

付いていなかったょうで、中島 
の九七式艦攻にはケィト 

(Icate)というコードネームを 

付けておきながら、本機には 
最後までコードネー-を与え 

ることは無かったのである。 

だ 

九七式1号艦上攻撃機の量産型 

は、昭和q年4月以降ロールアウト 

を開始し、最初のQ機は台湾の高雄 

基地へ配備され、同基地所在の第2 

航空隊が秋までに九六式艦攻から 

機種改変を完了した。そして日華事 
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真珠湾攻撃成功後、炎上中の基地を下に見つつ敵機に備える、空母f瑞鶴」所属の九七式3号艦攻（El卜307〉。瑞鶴所属の27機の九七艦攻は、 
それぞれ250kg爆弾1発と60kg爆弾6発を搭載して発艦した。第二次攻撃隊（167機）に参加した27機は、カネオへ、フォード、ヒッカム飛行場に猛爆 
を加え、米陸軍航空隊を壊減させることになる。写真下に見えるのはヒッカム飛行場 

変の拡大にともなって同年9月に2 

空も大陸へ進出し、爆弊作戦に従事 
した。もちろん中国戦線では雷骤作 

戦の機会はなかったが、長い航続距 
離と良好な離着陸性能を生かして 

陸上爆幣機として活躍した。 
日米開戦前に連合艦隊空母搭載 

の艦攻隊はほぼ九七式3号艦攻への 
改変を完了。そして昭和0年(19 

41年)2月8日のハワイ•真珠湾奇 
襲攻擊作戦では、1式航空魚雷と8 

〇〇は徹甲爆弾を搭載した九七式 
艦攻のべ143機が6隻の空母から 

飛び立ち、米太平洋艦隊の戦艦群を 
壊滅させた。これに急降下爆氅の九 

九式艦爆、攻_隊護衛の零戦をあわ 
せて真珠湾三羽ガラスと言われる 

が、攻撃の主力はあくまでも破壊力 
の大きい魚雷や800は爆弾を装備 

した九七式艦攻であった。 
しかし九七式艦攻の華々しい活躍 

はこのハワイ作戦が最後といってょ 
く、その後の珊瑚海海戦では戦果を 

挙げたものの鈍足のためF4Fワイ 
ルドキャットの迎撃の前に非常に大 

きな損害を出しており、続くミッド 
ゥエー海戦では4隻の空母が離沈さ 

れたため、それらに搭載されていた 
4個艦攻隊loo機以上の九七式艦 

攻が失われた。 
日本海軍では九七式艦攻の後継 

機となる「天山」艦攻の配備に手間 
取っていたため九七式艦攻はソロモン 

を巡る一連の海戦でも雷爆擊機と 
して使われたが、このころになると 

寧戦にょる護衛も思ぅにまかせな 
くなった上、米側対空砲火のレー 

ダー照準、V T (近接)信管などが威 
力を発揮し始めたため' 被害ばかり 

が増大して戦果はほとんど挙がら 
ないとい、つひどい状況となった。天山 

が登場したのは戦局がすでに不利と 

なった昭和0年(1943年)I月の 
ブーゲンビル島沖海戦からで、それ 

まで九七式艦攻は大きな損失を出 
しながらも艦攻隊主力として使用 

されたのである。 
天山登場後、九七式艦攻は基地航 

空隊に配備されて海上哨戒、索敵、 
などの任務に使われ、小数の機体は 

電探(レーダ丄を装備した。敗戦間 
近の沖縄戦では特攻機として使われ 

た他、暗闇にまぎれての夜間雷_作 
戦にも出撃した。 

なお日本海軍では艦攻が3座機 

で偵察作戦にも好適であることか 
ら、伝統的に艦上偵察機として使用 

してきており、九七式艦攻も海戦の 

都度、巡洋艦搭載の水上偵察機とと 
もに偵察/索敵機として使用され 

た。実は索敵作戦の重要性を認識し 
ていた海軍は、Q試艦攻開発と同時 

にQ試艦上偵察機開発の指示を中 
鳥に与えており、中島では固定脚3 

座のQ試艦偵をQ試艦攻ょり少し 
前に完成させていた。Q試艦偵は昭 

和2年9月に九七式艦偵として制 

式採用されたものの、性能が九七式 
艦攻と大差なかったため、結局2機 

作られただけで終ってしまった。 
こうして九七式艦攻は艦偵とし 

ての任務も兼ねることになったのだ 
が、ゲタばき水上偵察機と余り変わ 

らない鈍足ゆえに敵戦闘機に補ま 
ると逃げ31ることが困難だった。そ 
こで高速かつ大航続力を持つ艦上偵 

察機が必要ということになって「彩 
雲」が開発されることになったのであ 

る。 
しかし彩雲の実用化はあまりに 

も遅きに失した感があり、もっと早 
くからこうした高性能艦偵を配備 

しておけば、ミッドウH—海戦を初め 
として多くの海戦でもっと有利な戦 

いができたはずだった。艦上偵察機 
軽視は海軍の失敗の一つであったと 

いえる。 

57 



warbirds 
DIGEST 
大戦機s二解説 
■中島 
九七式 
艦上攻撃機 

r 
◎低翼単葉•全金属製•引き込み脚を装備した 
日本海軍初の近代的雷爆撃機 

◎三菱製の固定脚機「九七式2号艦上攻撃機」も 
存在した 

◎真珠湾攻撃では攻撃隊の主力となつて大戦果を 
挙げる 

◎ミッドウ：L_海戦以降は連戦連敗。 
しかし後継機登場まで前線に留まった 

真珠湾攻撃では主力として 
大活躍した日本海軍初の近 
代的雷撃機•九七式艦攻。 
しかし時代遅れの面は否め 

ミッドウェー海戦以降は 
敵機に比べて急速に弱体 
化していつた。 

世界に追いついたテクノロジ— 
米英のライバルたちと 

互角以上の性能を誇った九七式艦攻 
少し大きい。大きく違うのは重量で 

九七式が.800kg魚雷を積んでも 
九七式艦攻は、1938年の就役 

当時としては確かに欧米の艦上攻 

幣機に較べ遜色のない高性能艦上攻 
撃機であった。ちなみに日本以外の 

主要な空母運用国だったアメリヵで 
はダグラスTBD-1デバステー 

夕またイギリスではフェアリ！ 
ソードフィッシュがそれぞれ主力艦 

攻として艦隊に配備されていた。 

これらのうちソードフィッシュは原 
型TSR-1が1933年に初飛行 

した旧式機で、エンジンはブリスト 
ル•ペガサス750„r 3座、複葉、木 

金混製羽布張り構造、最大速度22 

5蚰\hという低性能機だったから 

問題にならない。ただ英海軍の見上 
げた点は、こんなオンボロ機でも敵 

戦闘機のhてこない戦いの場では 
(伊■タラント軍港製撃や犯戦艦'ヒス 

マルク追撃戦など)結構有効に使って 

いることだろう。ついでに言うと萸海 

軍は艦攻について日本海軍が少し前 
に指導を受けた相手にもかかわら 

ず、第二次大戦前の艦攻開発に関し 
ては日本より相当遅れていた。ソー 

ドフィッシュに続いて開発させたフェ 
アリー•アルバコア(19 4 0年就役) 

も全金属製セミモノコック構造なが 
ら依然として複葉型式であり、次の 

フェアリー_バラクーダ(19 4 3年 

就役)に至ってようやく単葉型式と 

なった。 
米海軍のTBD-1は、Q試艦攻よ 

り1¥早い193 4年に開発が始ま 
り、原型初飛行(1935年4月}、 

量産型就役(W年Q月)とも九七式 
1号艦攻より少しずつ早い◦要目を 

較べると、エンジンがP&W.R.18 

30 (90011P)で、全長、全幅ともほ 

とんど同じ、興面積(39m)がほんの 

全備重量4 000kg以下なのに対 
し、TBDは败13魚雷(4 5 0kg)を 

搭載すると4 5 0 0kg近くなるとい 

ぅ重い機体でぁった。その分最大速度 
は九七式2号の378km\hに対し 

て332 _l\hと低く、上昇力、航続 

力とも劣るため、日本では身びいき 
も手伝って九七式はTBDiに較べ 

て格段に優れた艦攻といぅ説が有力 
だが、これには大きな疑問が残る。 

九七式艦攻の評価 
平凡な機体は、能力の高い搭乗員と 

強力な魚雷によ0てはじめて活躍できた 

□米開戦時に九七式艦攻がハワィ 
で目覚しい戦果を挙げたのに較べ、 

デバステータ1の方はといえば、ミツ 
ドウ海戦で3隻の空母から出擊 

した1機のTBD-1が日本艦隊を 

攻撃したものの、直掩零戦隊の迎撃 

に会って1本の魚雷も命中させられ 
ないままg機がp墜されるといぅ慘 

儋たる結果に終ったことも九七式艦 

攻優越説の根拠となっている。しかし 
赛双の 九七式艦攻の活躍は 

:猛訓練を積んだ優秀 
へiひ处 な搭乗員の技量と、1 

0^^ 式航空热雷の優秀性 
(これだけは米海軍の 

趾3を信頼性と破壊 
力で大きくリjドして 

いた)によるところが 
大きい。 

また、もし真珠湾攻 

pが奇襲ではなく米 

戦闘機が上空で待ち 
構える状況であったと 

したらベテラン搭乘員 

の乗る九七式艦攻も 
ミッドウH1における 

TBDtlと似たよぅ 
な運命を迪ったに違い 

なく、両機の能力にそ 
れほど大きな差があっ 

たとは考えにくい。どつ 
ちにしろ3 00km\h 

台の鈍足では40^\“ 

C ■ fc. 

攻s隹9t 
艦刮ょ 

号^:>す 37七 
式なを 七頌害 

九^員 
た真s 

，いる。大 
^Tれ多 

Lbこ 
開針ut 

展びDr 
こDび 

谢抑陣 

«11 い■み. 

i 宅旬 

f_程度の速度差はほとん 
吭影隊 , 

レ撮艦どアドバンテ^—ジとは 
4^でな 

パ場到ならないし、装甲が皆 
ラ行周 

無に等しい九七式艦攻が攻繫を受 

ければTBD-1よりもろいのは当 

然である。 

客観的かつ公平に判断すれば、九 
七式艦攻の空力的洗練度はTBD- 

1をいくらか凌いでいたのは確かだ 

が' 後者が重くて低性能だったのは、 
防弾装備、自動防漏タンク、それに 

油圧式主翼折り景み機構などを備 
えていたことが主な原因と考えら 

れ、九七式艦攻の性能が上回ってい 
たのはそれらを省略したからと考 

えたほうが妥当だろう。m米開戦の 

時点で両者ともすでに時代遅れだっ 
たのは、その後の戦いの様相から見て 

も明らかなのだ。 
—930、^年代の軍用航空技術 

の発達は超急ピッチであり、よほど 
人きな改良を加えない限り3年も 

経てば旧式化するという時代だった 
から、原型初飛行から5、6年経って 

開戦を迎えた両機が時代遅れだった 
のは当然のことだったといってよい。 

日米海軍ともそのことに気が付い 
ていなかったわけではなく、：n本側は 

19 39年にJ試艦攻開発(後の天 

山)を中島に命じていたし、アメリカ 
側はその翌年にTBDの後継機とな 

るグラマン^丁0^!-|,1アヴェン 

ジヤ*—とヴォ^ —卜YTBU ‘1シ'~ウ 

ルフの開発を発注済みであった。結周 

J試艦攻は出初選定したエンジン 
(中島「護」離昇18 0 0如)の不調 

などのため実用化が遅れ、前述のよ 
、っに初陣は1943年1月のブーゲ 

ンビル島沖海戦となった。一方アメリ 
力は開発スタートが遅かったにもか 

かわらず、アヴェンジャ.—を19 4 2 

年6月のミッドゥヱ^—海戦で初出離 

(陸上基地から)させており、これ以 
後急速にTBD-1との交替を進め 

て、質•觉ともに日本海軍艦攻隊を 

圧倒する戦力を築いていったのであ 
る。 

※ポスターの裏面に代表的な形式の図面が掲載されています。 58 
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住友ハミルトン3翅ブロペラ 

後期型はスピナーを装備 

九七式I号艦上攻撃機(一I型) 九七式二号艦上攻撃機 九七式三号艦上攻撃機 
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◎中島九七式三号艦上攻撃機 
真珠湾への奇襲攻撃を成功させた、ハワイ攻撃飛行機隊の総 

指揮官•淵田美津雄中佐の搭乗する方セ#号艦土攻撃機(A I - 
301)。操縦士は松崎大尉、偵^^淵盡净儀鑾Iflfe水本二痛 
曹。尾翼は真っ赤に塗装され、黄色芡文字#麵ざ物我Yる。 

A穿お、,中佐は—キリズ輩に__豫米各 
の細卿a無ま^^施漏盡 





Text& Photo： Eric BANNWARTH/AviaScribe 

フランス襄勇軍 
60周年記念！ 
写真はフランス空軍コルマー（Colmar) 

基地に所属するEC2/30“Normandie_ 

Niemen”に所属するミラージュF.1CT。 
このたび「ノルマンディー•二ーメン」60 

周年を記念して、スペシャルマーキング 
が施された。「ノルマンディー•二ーメン」 
は第二次大戦でソ連軍の傘下で戦った 
フランス義勇軍飛行隊の名前で、同隊は 
この伝統を受け継いでいる。なお、1992 

年に行なわれた50周年式典では3機の 
特別塗装機が展示されている。 
この特別塗装機は記念式典でロシア 

空軍のアクロチーム“ロシアンナイツ”と 

いっしょに展示される予定だったが、ロシ 
アンナイツが式典を欠席したため展示さ 
れなかった。機体の左側にはキリル文字 
でノルマンデイーニーメンと記入されて 
いる。 

:'臟m v.り％ i 'ベt， 

Text & Photo： Eric BANNWARTH/AviaScribe 

このたび、飛行隊の20万飛行時間を 
記念し、フランスの南西部にあるカズー 
基地(CAZAUX)に配備されているフラ 
ンス空軍ETO/008 (機種転換部隊）の 
アルフアジ:cット（E48/8-MH)にスぺ 
シャルマーキング機が登場した。このア 

ルファジェットは今年、フランスで行な 
われるエアショーでデモフライトを1亍な 

うことになっている。ET0には60機のア 
ルファジェットがあり、ふだんは訓練飛 
行を行っている。 

SEND US! your amazing photos of the military aircraft taken at any pla<e, to Monthly Magazine JwingsJKAROS PUBLICATION,HD. 
kogurazaka K_b1dg,3_2 Kagurazaka ,Siiiniyuku-kti,TOKYO,JAPAN 162-S616 
このページでは海外で撮影された新しい軍用機やめずらしい軍用機の写真をご紹介します。特別塗装機や変わった塗装の軍用機など大歓迎なので、 

みなさまからの投稿をお待ちしております。『Jウイング編集部』までお送りください。 



ベネズエラ空軍のF-16には、ベトナム戦争の際、アメリカ軍が採周した東南アジア迷彩に似た塗装パターンが 
採用されている。また、1980年代の半ばに配備されたF-16だが、1年間に1機あたり100時間程度しか飛行しない 
ため機体の調子は大変良いという 

ベネズエラ空軍は複座の巳型を6機購入したが、そのうち2機を事故で失っている。1機は1992 

年4月20日にパードストライクで(9581号機}、もう1機は1995年11月16日に1年に一度行なわ 
れるエアデーで墜落(2179号機)している。そのため現在、アメリカの州空軍を引退したF-16B 

を2機購入する計画を持っている。ちなみにA型も、2001年9月27日にバードストライクでエンジ 
ンが停止し墜落、1機喪失している。なお、この際パイロットの群司令官は脱出して助かっている F-16に翼下に搭載されるNATAKイルミネーション爆弾 

ベネズエラ空軍は長時間の飛行時間を確保するため、イスラエルが開 

発した600ガロンタンクを現在試験している。写真右はその600ガロン 
タンクを搭載するベネズエラ空軍のF-16巳。この600ガロンタンクはア 
メリカ空軍もすでに購入している。写真上はこのタンクを装備し、飛行試 
験を行なうため、ベネズエラ空軍のF-16Bの後席に同乗するイスラエ 
ルのパイロット 

■-ベ:::パ 

■v'V熟:. 



広がったキューバの影響力が大きく関 
係している。1980年台初頭、キューバは 
ベネズエラの北90マイルのところにあ 
るグレナダ島に滑走路長1万フィート 
(約3000メートル）を持つ飛行場とシエ 
ルターを建設し、MiG-23の基地にしよう 
と画策していた。アメリカとベネズエラ 
はこれに重大な懸念を抱いており、アメ 
リカはこれに対抗するためベネズエラ 
に対してF-16の購入を承認、ベネズェ 
ラは南米における初のファルコンユー 

ザーとなった。その後1983年10月25日、 
アメリカ軍はグレナダを攻撃している。 

F-16の導入に際し、ベネズエラ空軍 
は乗員訓練のため、パイロットをアメリカ 
空軍ルーク空軍基地の第58戦術戦闘訓 
練航空団に派遣し、同時にフライトシミュ 
レーターを購入している。最初にデリバ 

リーされたF-16はA型、B型が各3機の計 
6機で、最初の飛行隊は1983年12月10 

日に編成されている。この日はベネズェ 
ラを建国したサイモン•ボリバーの200回 

目の生誕記念日でもあった。その後着々 
とデリバリーが進み、最後の5機は1985 
年11月19日にデリバリーされた。 
ベネズエラ空軍のF-16には4桁のシ 

リアルナンバーが与えられており、機体 

は1982年から1984年までのアメリカの 
会計年度で発注された。 
現在、すべてのF-16は第16戦闘航空 

群"ドラゴン"に配備されている。同団が 

編成されたのが1993年8月31日。ホーム 
スは首都カラカスの西120kmのと 

ころにあるエル.リベルタドール基地に 

置かれており、第161飛行隊"Caribes11 

と第162飛行隊1』Gavilanes』1の2飛行隊 
から編成されている。 

南米において初めてF-16を導入し、 
現在も運用している唯一の国が南米 
大陸の北に位置するベネズエラである 
(南米における2番目のF_16ユーザー 
と なる予定のチリは今年 2 月に契約し 
たばかりだ）。 
ベネズエラは今から20年前の”ピー 

スデルタ”計画により1982年に24機の 
F-16を発注、1983年9月からF-16Aを 
18機、F-16Bを6機導入している。 
このF-16購入には、当時カリブ海に 

ベネズエラのF-16パイ 
ロットはロッキードマーチ 
ンのファルコンパッチの 
代わりに、独自にデザイ 
ンしたファルコンパッチを 
付けている 

パイロットが 
右肩につけ 
る第16航空 
群のパッチ 

第161飛行隊 
” Caribes"パッチ 

第162飛行隊 
"Gavilanes" 

n'j 千 

1 ^ 
F 
へf \ 

.パ..... 

Photos and Text：Stefan DEGRAEF/Edwin BORREMANS 
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2機編隊で飛行するFィ6AD2000年の初めにベネズエラ空軍はエンジンを 
PW F100-PW-200からPW F100.PW-220に換装することを決定している 
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歓迎式典で整列した日米約300人の兵士を前にスビーチするジョ_ジ•ブッシュ元大統領。自身の 
太平洋戦争時の経験、両国の不幸な歴史に触れた後で、過去の日米敵対時代から今日の日米友 

好関係に発展したことや、テロ事件が頻発する国際情勢を語り、強固な日米関係を維持し共に協力 
し国際テロに対抗してゆくことの重要性を強調した 

F-16G。写真左の第31運用群(31OG) 

のコマンダー機の垂直尾翼にはィタリ 
アの地図とアビアノ基地の場所が記 
入されている。写真下は第16航空団の 

コマンダー機（89-2016)。機首には 
「Let‘s Roll」のマーキング、垂直尾翼に 
はシャドー付きの星が20個記入されて 
いる0 

参戦した経験を持っている。自身が戦っ 
た小笠原諸島の硫黄島および父島を再 
び訪れるのが、今回の来日の目的であ 
り、民間のカナディアCレ601チャレン 
ジャー機で海上自衛隊厚木基地に17 

日正午に降り立った。日米共同使用の 
厚木基地において、海上自衛隊がホス 
卜としてエプロン地区で歓迎セレモニー 
が実施され、萩山教厳防衛斤副長官、 
植竹繁雄外務副大臣のほか、海上自衛 
隊幹部、隊員、米側からもべ一力一駐日 
大使をはじめ日米合わせて約300人が 
整列して出迎式典が実施された。 
ブッシュ氏は、太平洋戦争中の1糾4 

年9月、父島通信所の爆撃に参加した 
際、日本軍に撃墜されながらも奇跡的に 
生還したという経験を持っている。日米 
最大の激戦地となった硫黄島の戦没者 
慰霊と自身の戦時の足跡を振り返るた 
め同日午後2時過ぎには、厚木から硫黄 
島へと足早に向った。19日午後には空 

路再び厚木基地に戻り、夕方には小泉 
首相と会談をして20日早朝に離日した。 

Photos and Text：Takashi Hashimoto 

ブツシユ元大統領が来日 
日本政府の招きでアメリカ合衆国元 

大統領ジョージ•ブッシュ氏が6月17日 
来日した。周知の通り、ジョージW,ブッ 

シュ現大統領の父親であるブッシュ氏 
は、太平洋戦争時アメリカ海軍のパイ 
ロット（TBFアベンジャーに搭乗）として 

今回来日の足に使われた民間機カナディアCL-601チヤレンジヤー(N601ST S/N5081)。写真は 
硫黄島、父島訪問を無事終えて、6月19日午後2時15分厚木基地に再び降り立つ同機 

Text & Photo： Eric BANNWARTH/AviaScribe 

T7ヒアノの 
F-16 
ユ_スキ_ム R写真はフランスのナンシー基地 

で撮影された、在ヨーロッパ米空 
軍第16空軍第31戦闘航空団（ィ 
タリア•アビアノ基地)に所属する 
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醐鼸創設25雕記念パッチ 
在籍した207SQと302SQのマークが 
デザインされている 

95戦競参加パッチ 
黒べースの配色パターンもあった 

98戦競龍パッチ 
三沢基地で開催されたF-4部門参加 
パッチ 

98戦競RIDERパッチ 
バイロット用のデザイン。整備員は 
KEEPERとなる 

01戦競参加パッチ 
ドクロマークのゴミ箱に破れた赤い星 
(=教導隊）を捨てている 

302 TACWAl F18HTER Sft 

99戦競参加バッチ 
比較的大型でシンプルなパッチだつ 
た 

3028(3ネ_ムタグ 
オリジナルネームタグのはしり< 
黒ベースなど別配色もある 

羅 
第302飛行隊パッチ ■ 

—----.--- 

令 ， I 

ム^^^一A/ J 

はジロワシjパッチ F-4H 〇〇〇飛行時間』パッチ 
サブァ'ユード版。外形はススランの花 フルカラ—版とサブデュード版。tacネー この配色•テザインは第302飛行隊専 
弁をイメージしている ムを刺練している場合もある 用だった 

1 

h anhdi^ 

Voi49 

「フアントムライダ-Jパッチ 20周年記念パッチ 20周年記念パッチ 
沖縄移住後に製作されたオリジナル 1994年の部隊創設20周年を記念してつ こちらも20周年記念のパッチ。才ール 

航空自衛隊 
第302飛行隊のパッチ 

パッチ。別カラ_もある くられた ゴールドという配色もある 
TEXT by A.Rausu 

r WWmM 

『ォジpワシjのマ—クで人気のある 
第302飛行隊が、北海道から沖縄 

に移住してはやg年。当時、オジロフ 

シは北海道に生息する野鳥だけに、 

沖縄移動に伴いマfクが変更される 
のではないかと思われたが、まつたく 

変更されずに現在にいたつている。 

運用している機体も' ほとんどが 
『改』となつてしまつたが' F-4フアン 

トムIのままで、時折見かけたりす 
るとタイムスリップしたかのよぅな 

気分にさせてくれる。 
数少なくなつた『EJ』も在籍して 

おり、『改』ばかりになつてしまつた他 
の飛行隊にレンタルされる場合があ 

る。これは『改』ではダート訓練用の 
ターゲットを運用できないからで、1 

近でも『ォジロワシJマfクのまま、遠 
く三沢基地の第8飛行隊に貸し出さ 

•賞ぃ, 

部隊マークが変更されなかつた結 

果'パッチのデザインもそのまま踏 
襲されている。ただし、色はグリーン 

へースのサブデュードバIジヨンと 

なつてしまつた。しかし、スズランの花 
弁をイメ ージしたパツチは'第302 

飛行隊のシンボルとして今も生き続 
けている。 

そのパッチの取り付け方は、胸に 
取り付けるのはネ—ムタグにメイン 

のスコードロンパッチが基本。ただし、 
ネ—ムタグは部隊マ—クが刺練され 

たオリジナルタグを使用している。 
また、戦競などでスペシャルパ—ジヨ 

ンを製作することもある。 
肩には左肩に部隊マークのfオジロ 

ワシ.1バッチと『改rハッチなど、右肩 
には飛行時間や戦技課程卒業などの 

資格パッチを取り付けていることが 

多い。ここで注目したいのが、なんと 
いつても『オジロワシ』パッチだ。最近 

ではグリーンぺースのパッチが主に 

使われているが、単に取り付けてい 
るだけでなく、TAcネームを刺練 

していることがある。今年の戰競で 
も、T AcネIムと機番が刺繍され 

たスペシャルパッチが使用された。 

『オジロワシ』パッチを取り付けるた 
めか、ジャケットやフラィトス—ツに 

は他の部隊よりも大きなマジック 
テ—プを縫い付けていることも特徴 

だ。自分のジャケットなどを3 02 

パ—シヨンとする場合は、この点に注 
意してコ—ディネ—卜しよう。 

foulバッチfff= 
0 

本土の航空祭に展示されること 
がなく'昨今の販売自肅ム—ドか 

らも第302飛行隊パツチを入手 
することは意外に難しい。とくに 

戰競モノとなるとなおさらだ。 
しかし、那覇基地の航空祭では 

パッチの製作業者が部隊の代わり 
に販売していたりしたので、入手 

できる可能性はゼロではない。いず 
れにせよ沖縄まで行かねばならな 

いが…。また、沖縄へ旅行したな 
らば絶対に立ち寄りたいのが'パッ 

チ製造の老舗『タィガ—剌縐店』 
だ。米軍のパッチがほとんどだが、 

初めて訪れるコレクターは、その 
あまりの量の多さに言葉が出ない 

という。場合によつては航空自衛隊 
関連のパツチを販売してくれるこ 

ともあるので、無理をしてでも訪 
れてみる価値はある。 

場所は沖縄市nザ十字路そば。 
駐車場はないので、バスやタクシ— 

を利用するほうがいいだろう。 

タィガ！刺練店 
沖縄県沖縄市上地326 

(0098*93316317) 
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コラートのハンガーで 
整備中のF-5 

いまやアジア最大級の年次多国間合同演習となったコブラゴールドが今年も5月15日から28日まで開催された。 
在日アメリカ軍部隊を中心としたアメリカ、タイ、シンガポール軍がタイ全土の演習場や基地に集結し、 

陲海空自衛隊を含めた過去最多の各国オブザーバー士官も参加。アジアでもっとも注目度の高い演習をレポートする 

ルの演習内容と安定し 
たスケジユ—ルで進行 

し、並行して開催され 
るセミナーのレベルも 

高いことから、周02国 
からのオブザ—バ—参 

加も年々増えている。 
日本も昨年から参加 

今年のnブラゴ—ルドは？ 
今年のコブラゴ—ルドは航空母艦 

こそ参加しないものの沖縄のMME 

F (第3海兵遠征群}が主力となつ 
て、扪：2£乂第-|海兵遠征部隊)を 

乗せた強襲揚陸艦エセックス、ドック 
型揚陸艦フォートマックヘンリI、 

ジュノ—から成るエセツク 
スARG (即応揚陸群)が 

tて佐世保から参加した。-IM 

亂EUに所属するAGE (航 

空戦エレメント)はVMA- 

211、HMHI462, H 

MMi262、HMLA136 

9の分遣隊から編成され 
た HMM1262RA1N と 

扇給 
中 

つ空 
沿を 

に空 
線低 

岸い強 
海近が 

た 
S-C〇 

一蟲射 -會 

コ“フラゴ—ルドとは？ 

コブラゴ—ルドは、米豪合同演習 
タンデムスラスト、米比合同演習バ 

リカタン、米韓合同演習フォール 
ィ—グルと並んでアメリカ太平洋軍 

が参加するアジア地域 
の大規模合同演習のひ 

とつであり、その中で 
も毎年必ず実施される 

演習である。 
例年ほぼ同じシナリ 

才が設定され、高いレべ 

しており、今回は陸海空自衛隊から 
8名のオブザ—パ—が参加し' オブ 

ザ—バー国の中では最も多い人員を 
派遣している。参加各国の中では将 

来、実働演習参加を望む国もある 

が、主催するアメリカも将来的には 
アジア♦オセアニア地域の合同演習を 

統合したチ™ム•チャレンジ演習構 

想の中核の演習としたいと考えてい 
る。この構想に自衛隊がどこまで参 

加できるか未知数だが、人道支援訓 
練(H AO)、非戦闘員救出訓練(NE 

0)などに参加できる可能性はある。 

地上基地のVMGR-152。海兵隊 

のへリコプタ—部隊は他にもHMH- 

462、HMH —3 6 2、HMMI2 6 

5、hml A] 6 9がウタパオ海軍 

基地に、固定翼部隊はコラ—卜空軍 
基地にVMFA-332、vmaq12 

が展開した。 
一方、タイ側も空軍の主な部隊と 

海軍艦艇部隊' 航空部隊が参加する 
が、注目されている航空母艦チヤクリ 

ナルエベトは、演習最終日の揚陸作戦 
に参加しただけにとどまり、また搭 

載機のAV18 SマタドールやSI70は 
チヤクリナルエベトに搭載されず、ウ 

タパオ基地からの参加となつた。 

ここ数年の演習では人道支援作戦 
や、非戦闘員救出作戦を演習項目に 

多く取り入れているが'今年は対テ 

口訓練や、タイ軍特殊部隊のトレ—二 
ングも新たに加わつたとされる。折 

しも"フイリピンにおいて米比合同 

演習バリカタンが進行中で、こちら 
のほぅは演習に名を借りたテロ組織 

アブ•サヤフ掃討作戦であるため、沖 

縄に駐留するグリーンべレ—が主力 
になつて参加している。そのため、コ 

ブラゴIルドの特殊部隊訓練ではグ 

リ—ンベレーは参加せず、312日リと 

シールズが非公開でタイ海兵隊特殊 
部隊をトレーニングしたと伝えられ 

一部 

ラ 
メ 

力 
の 

S) 
AR 

T 

A 

t 

T 
4T d 

=an 
文s 

とto 

真lo 

写ph 

のた 

ィ練 
a\ 

/5IJE1 

軍の 
空と 

riBj 

空 

マ 

写 

行 

S こF/ 
g:l 

PT 
空 

ス 

の 
2 

3 
3 

ラ 

演習の中心は揚陸作戦 
米タイの海兵隊による合同訓練 

は、指揮所訓練に始まり、実働課目 
別訓練、戦闘機部隊でのHクスチェン 

ジ訓練、人道支援訓練、非戦闘員救 
出訓練、そして最後に、nブラゴIル 

ドの中でも中心を占める揚陸作戦 
が行なわれる。特に揚陸作戦では、 

タイ海兵隊員がエセックスに乗艦し、 
PHloEでビーチに上陸するなど、 

両海兵隊のインタ！オペラピリ 
テイ(相互運用性)の高さを内外に示 

すものとなつた。 

演習の総仕上げとなる揚陸作戦 
はウタバオ基地に近いビ—チで行わ 

れた。米海軍エセックスを中核とする 
ARGとタイ海軍戦闘艦艇' 揚陸艦' 

そして空母チャクリナルエベトの艦 

影もあつた。 

事前偵察は米海軍のシ—ルズでは 
なく別MUJU (SOC)の偵察小隊が 

担当。夜明け前にすでに陸地に潜入 
しており、シナリオは各揚陸艦から 

A A V (強襲上陸車両)が発進すると 

ころから始まつた。発進した2両の 
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AAVが上陸し、海兵隊員が眉辺に展 
開、ヘリコプター•ランデインヴづ一 
ン（LZ)の安全が確保されIとCH_〜於、 
53Eによる陸上部隊増強が始まる。実 一’ 

戦では状況の変化に対応すもため予 
儀のIZも設定し輔ればな傳し 

ぶ、…‘攸' dぺM嘴邊画■ル…咖' 〜.，”x 

一 

こ•兵 
-CF海 

义投翻 
ン帰座卜 

5^X6部□'y 

S か^ 
ククBハ 

Hン16隊 

A A Vが陸上を目指し、上陸と同時に 

キヤビンから海兵隊員が飛び出し、周 

辺を包囲。ヘリnプタ！ランデイン 

グ.ゾ—ンを確保し' そこにエセックス 
を発艦した2機のCH-恥Eが偵察部 

隊をピックアップしに飛来し、続けて 
増援の兵士を乗せたCH-S5Eも着 

陸、タイ海兵隊兵士を降ろした。上空 
のFACは2機のAHiwがCAPを 

兼ねて低空を監視していた。 
上空の警戒は米海兵隊のF\A— 

S2Cとタイ海軍のA-7Eが担当し、 

対地攻撃支援は空母ではなくウタパ 
才から発進した、AV-8Sが担当' 

2500フイートから1000フイI 

卜にダイブし海岸線の標的を爆弾で 
攻撃するシミユレ—シヨンを行ぅな 

どタイ海軍の航空戦闘能力をアビ— 
ルしていた。地上を完全に制圧する 

とドック型揚陸艦から2艇のLCA 

0が発進し、ビ|チに上陸、|2日リ 

(SOCのTowを装着したハマーや 
LAV (軽装甲車)をアンローディン 

グしたところで揚陸作戦のフN1ズ 

は一段落する。 

オブザ—バIで 
參加する日本 

近い将来、自衛隊にも参加して欲 
しいという米海兵隊士官、タイ空軍 

士官に話を聞くことができたが' 皆 
I様に人道作戰面に期待しているよ 

うだった。演習での上陸作戦のパ—卜 

は大規模演習の最後を締めくくると 
いった'派手で見栄えのする演出と 

いった意味合いが強く、各国のメディ 
アもここに焦点をあて報道する。し 

かし、自衛隊がこの上陸作戦のパ— 

卜に出てくる可能性はまずない。地 

味な人道支援作戦に参加するであろ 
う自衛隊をメディアがいかに伝え、世 

界が評価するか'今から楽しみだ。 
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『エア□ダンシング4 
ニュージェネレーション』 
発売元：セガ 
発売予定：発売中 
対応機種：プレイステーション2 
価 格： 6800円(税別） 
公式サイト： 
http://www.aerodancing.jp/aero4/ 

フライトアクションの人気作、セガの『エアロダンシン 

グ』がPS2用としてリリ—スされた。その名も『エア 
ロダンシング4ニュ—ジエネレ—シヨン』。軍用機に乗つ 

て様々なミッションに挑むこのソフトの醍醐味を、でき 
る瑕りお伝えしよう。 

-縱 
モ操 

ルつ 
アずぶ 

huT?学 一^を 
ュで"術 
チド技 

これぞフライトアクション決定版 
PS2を買つてでもプレイせよ！ 

旧型機や回転翼機、 
攻撃機ち登場 

戦闘機をモチーフにしたフライトア 
クションは各社から販売されている 

が、その中でもセガの『エアロダンシン 
グ』シリIXは、リアルなシチユHI 

ションと充実したチユートリアル(練習 
モード)が一番の魅力だ。これまでド 

リ—ムキヤスト用やPC用として販売 
されてきたこともあり、ナムコの『Ac 

E c O M B A T』シリIズなどに比べ 
ていまひとつ知名度が低かつたよぅに 

も感じるが、筆者を含めて根強いファ 
ンも多い。昨年発売されたPC用の『H 

アロダンシング.1』は、実写さながらに 
美しいグラフィックでプレイヤ—の度 

肝を抜いた。この名シリ—ズがプレイ 
ステーシヨン2 (PS 2)用としてリ 

リ—スされたことは、本当に喜ばしい 
ことだと思う。 

さて、今回発売された『エアロダンシ 
ング4ニュ—ジエネレ—シヨ>』の目玉 

は' なんといっても搭乗できる航空機 
のバリエ—シヨンだ？f-14b、f,15e、 

SU127、F-2A、FI16C、F/A-18C 

といった代表的な戦闘機はもちろん、 
<:3!-640や<:1-1£:0などの回転翼 

M、F1104 JやA-7Eなどの旧型 
機、FI1やT-2といった国産機まで 

もが網羅されている。ちよっと古いが' 
気分は新谷かおるの『エリア88」一。ミッ 

シヨンによって、次々と違う機体の操 
縦を楽しめるところがうれしい。 

充実した 
チュートリアルモ—ド 

フライトシミユレIシヨンとしての 

完成度も高く、よくあるフライトアク 
シヨンのように大味な設定ではない。 

操縦はゲ—ムパッドのボタンのほぼす 
ベてを使い、それなりに緻密な操作が 

あ 
ち 

と 
こ 
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ン 

■7 

グ 

こ 

ミ 

mo 
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ら 

削 
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求められる。思うようにマニユ—バを描 
けるようになるには、正直言つて、かな 

りの練習が必要になるだろう。ゲ—ム 
としての難度は、比較的高く設定され 

ていると思う。 
しかし、そのぶんチユIトリアルモ— 

ドも充実しており' レシブロのTI3を 
使った離着陸の訓練からT-2を使った 

旋回やインメルマンターンの練習な 
ど、段階を追って学べるようになってい 

る。必要なアクションと操縦方法につ 
いて、フルボイスのアニメーシヨンで解 

説されているところも丁寧だ。そのほ 
か、回転翼機や垂直離着陸機の練習、 

対地攻撃の練習なども用意されてい 
るので、腰をすえたトレ—ニングを体 

験することができるだろう。 

機体によって変わる 
操縦感覚を体感 

『エアロダンシング4ニユ—ジェネ 

レーション』のすばらしいところは、機 
体を乗り換えると' その特性の違いを 

肌で感じることができるという点だ。 



飛行シーンや戦闘シーンは様々な角度から眺めることも可能だ領空侵犯機を発見。伴走して領空外へとエスコートする 

当の楽しさは、訓練を続けることに 
よって広がる操縦の〃自由，にあるの 

ではないだろうか。 
戰闘機が好きなら、そしてプレイ 

ステ—シヨン2を持つているのなら 

「いまこれをプレイせずにどうす 
る？」というのが偽らざる心境だ。 

なお、このソフトはプレイステ— 
シヨン2用として販売されている 

ジヨイステイツク、ロジクール『フラ 
イトフオ丨ス』とHORI『フライト 

スティック』に対応し'よりリアルな 

操縦感でプレイを楽しむこともで 
ぎる。 

フラィトゲ—ムの中には機体を乗り 
換えてもあまり実感がわかない…：， 

といぅか、単にコクピットの映像が変 
わり、最高速度や武装が変わる程度で 

お茶を濁している作品も多いが、『エア 
ロダンシング4ニユIジェネレIシヨ 

ン』は違ぅ。 
エンジン出力の大きな機体' たとえ 

ばF,14BやF-15Eの場合は暴力に近 

い加速を体感することができるし' 可 
変翼機の場合は翼の形によって旋回の 

〃しやすさ"が変わることもわかる。 

F-86FとF-104 Jの上昇加速性能 

の差や、機体重量によって変わる反応 
の"鈍さ，についても、その微妙な違い 

をたしかに感じる。これが現実に近い 
数値であるかどうかはともかく、明ら 

かに異なる機体の個性が再現されて 
いるのだ。 

機体によって変わる操縦感覚の違い 
を、単なるカタログデ—夕ではなく自 

分の目や腕で感じる喜びをぜひ知って 
いただきたいと思う。 

者よ、踊るように 
大空を舞え=: 

筆者はソフトを借りてから、ここし 
ばらく毎日のように飛び続けている 

のだが、まるで飽きない。腕が上達す 
ればするほど'新しいおもしろさを発 

見することができるからだ。 

高性能の戦闘機に乗って、素早く 
ミッションをクリアする快感。旧型の 

戦闘機に乗つて、苦労しながらミッ 
ションをクリアする喜び。突然鳴り響 

くスクランブル警報と、ギユッと高ま 

る緊張感。競技会に出場してテクニッ 
クを披露する楽しさ。上達するにはそ 

れなりの時間と訓練が必要だが、ある 
ときふと、機体がまるで自分の手足で 

あるかのように、自由自在に動かせる 

瞬間が訪れる。踊るように大空を舞 
う、底抜けのキモチよさ。『エアロダン 

シング4ニュ！ジェネレ—シヨ>jの本 

象 

の 
真 
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amncm佐藤恭一 
m酬醫■(北讎札獅} 
キヤノンEOS-3、EF100-400fnm F4S5 6US、X1-4テレコン1/125、f8:フジプロビア 
2002年6月9日、陸上自衛隊旭川駐屯地 

訓練展示で空砲射翠を実施する75式自走155mm榴弾砲で 
なんと、発射の瞬間を写すことができました。 
(選者のひとこと> 

自走りゅう弾砲の射撃の瞬間を見事につかまえた。 
—瞬が勝負になるのだか：実はこれはとても難しい。 
成功したコマは、シャッターを切った瞬間はなにしろ火炎が見えていなL \のだから。 

田口恭久 
⑽通さいたまボ) 

キ^VンEOSl EF20-35mm F3,5-4-5(24mm相当を使用)、 
V/32CK f9,0、フジべルビア（RVP)、2002年硝3日、埼玉スタジアム 
サッカーワールドカップの日本戦の初戦にブ)レーイン/ぐルスが飛行するとtうので、 

mat予行2回と本番1回、撮影に行きました。 
荐真は日本戦前日に行なわれた予行の2回目の提影で 
く_渚めひとこと> 

サッカー•ワールドカップの椅玉スタジアムでのひとこま。 
mm時節柄、これは外せないだろう。 
^晴れた前日の予行演習の際に苦労してまんまとこれを捉えたのに拍手。 

IIIWiMlili麵上野光春 
■議叩附画■轉河内郡） 
ニコンF100、AF80-200mm F2.8, 1/125.シャッター優先、 
フジブロビ7F(RDPIil)、2002年5月56日、下総航空基地 

下総航空基地で行なわれた航空祭でのひとコマでt； 
ブルーインバルスとは違った‘•ブランエール”の発進シ- 
<避者のひとこと〉 
T-5によるアクロチームが201教空に誕生したのだが、こ 
の作品はこのコーナーに届Iザこその最初の作品。 
敬礼の瞬間にきちんとシャッターが切れた。 

ENTRY N0,388 1小林則夫 
k群馬県前橋市） 

キヤノンEOS‘1NHS、EFSOOmm F4,5し1/800、シャッター優先、 
十2/3補正1フジスぺリア400、2002年5月26日、靜浜基地’ 
クリーン形態で対地攻撃デモを行なう卜2Bに、迫力のみならず美しさすら感じました。 
<道番のひとこと） 
F-2B試作機の美しい赤を青空にきれいに抜いた作品。アップを的確に捉えている。 
揀体の角度もいいし、翼面の水蒸気も雰囲気を盛り上げている。 
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キヤノンEOS-3、EF100400mm F4.5^6L IS, XMテレコン、 
1/640、シャッター優先、+1/3補正、フジブaビア400F(RHfMHh 2001年8月29日、東黹士演習垅 
昨年の富士総合火力演習での後段終了直前のひとコマです。 
<選者のひとこと> 

総合火力演習ならではの風最だが、地上の戰車群の露出をグッと落とU 
空中に舞う模擬弾などの火花を浮き上がらせたのが正解だづた。 

:1^.、'一：.了^:エ. -一一.-一、〜 
マ.，..:.. ' __fe. 'liW… 

迎iimniBiri (籠關贿） 
ニコンF5、タムロンAF20{MOOmfn F5.6, 1/500、f5,6、 
コダックE100VS, 2001年5月139、大村航空基地 
昨年の大村航空基地祭で見納めだったHSS-2Bの体験搭乗のひとコマです> 
誘導員め手の動きにも気をつけて撮影しました， 
<選者のひとこと> 
見慣れたHSS-2Bと地上誘導員を入れた構図だ紙 
誘導員の白し、制服と最後の奉公を行うHSS-2Bの姿がまぶしく、見事に勝ち抜いた。 寒 
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通神奈川県逗子市） 
ミノルタ トキナー300AT-X, 1/500. 
フジブロビアF(RDPHI)、2002年3月30日、原木基地 
着陸するM楼後ろから撮ってみました。 
エアブレーキが全開で開いてtゝるところが気に入ってt、ます: ■ く選者のひとこと> 

何気ないF-14のランデイングシーンだが、 
画面下に地上建造物をぼかして写し込んだことによって、 
何か空母に着艦するシーンを連想させる作品に仕上がったt 

ENTRY N0.393 
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ENTRY N0.391 

諫者が選ぶベストシヨツ 

パ:：ダI' 
一 

_ユ進」 

j 
“7月号べストショット"は 
エントリーMo.376大庭敦さんです！ 
おめでとうございま尤 

みんなからの投票を待ってます！ 
「写真撮ろうよ」に採用された写真には、1枚 
1枚エントリーNaをつけて、毎号、読者のみ 
なさんる人気投票を実施じTL yます。 
今月、あなたが一番いいと思うショットを 

選んで、そのエントリーNo.を本誌とじ込み 
のr読者アンケートはがきjの所定の欄に記 
入してください。結果は、次々号のこのペー 
ジで発表します(今月号の発表は2002年 
11月号}。今月は誰が1等賞になるのか？ 
カギを握るのはあなたの1票です!！ 
さらに！半年ごとに獲得票数を集計し、 

最も票数の多い作品を改めて発表。ここ 
で見事1位になった方には、賞金(1万円） 
を贈呈します> 
どしどし応募じt、どしどし選んでくださ 

いね!！ 
£1^11このコーナーは、読者の皆さんが撮 
影した写真を掲載するページでto対象は軍用 
機のほか、兵器、艦船、戦車、軍人など、軍用 
機や軍にまつわるものなら何でも0K。機体のア 
ッブはもちろん、情景写真や芸術系の写真など 
も歓迎します。撮影の時期、場所、イベントは夕 
イムリーなものがベターで克 
❶写M1枚1枚に次のデータを添付してください 
0郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号 
g损影場所、撮影年月日❹撮影デ_夕(使用し 
たカメラ、レンスニ絞り1シャッター速度、フイルム） 
0撮影した航空機などのデータ(写づて^ヽる航空 
機の所属部隊など、知っている眼りの情報を明 
記してください）◎撮影者のコメント(撮影した印 
象撮影にまつわるエビソーK感じたことなど)❷ 
ペンネームでの投稿は受け付けません。©投稿 
はブリントでもスライドでもOKです。プリントサイズ 
も間いません。採否を問わず返却できません。❹ 
危険区域で撮影したものや制限を越えた場所、 
条件で撮影した作品は採用できません。❺締め 
gjりは特に設けません。随時募集します。 
_E«iBg^g^g〒16を6616神楽坂Kビル 
イカC1ス出版月干IJJウインク編集部F¥真撮ろうよ」 
係 1£1_：0,32672734 FAX:03r3266>0639 
※このコーナーに応募された作品でも、非常に話 
題性があったり、タイムリーな場合には、 
“FEVERH蘭に掲載させていただく時がありま1； 
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C-2A (写真/橋本格明） 
USN VRC-30det.5 NF430 b/n. 162148 

6月19日13時23分頃、厚木基地に着陸 
するアメリカ海軍VRC-30det,5のC-2Aグレ 
イハウンド。このほど垂直尾翼のカラーマーキ 
ングが塗り替えられ、白と赤で塗り分けられた 
旭光のデザインになった^また「NF」のテイ 
ルコードは、いままで垂直尾翼の内側に記さ 
れていたが、今度は尾翼外側のカラーマーク 

の部分に小さく記入されるよう 
になった（写真では非常に見に 
くいが、10時方向に向いた赤い 
旭の部分に注目）。なお、同隊 
に所属するもう1機のC-2A 
(NF431)も、同じカラーリング 
に変更された3 

プルーの 

全回飛来機投稿情報べージ 

写真解説 
坪田敦史 

新追機が登場! フイ—バー! 

i 

*記事は撮影者の投稿情報をもとに署いた 
ものであり、編集部が内容の事実関係を確 
認できていないものがあります。あらかじめ 
ご承知おきください。お気づきの点がありま 
したら、編集部まで情報をお寄せくださいa 

m jm (写真/虫鹿昭夫） 
星 KAWASAKI 26-5804 

SG-5004 

■L 

一 

写真は7月9日11時半頃/岐阜基地ランウェイ28に着陸す 
るT-4 (26-5804)。ご覧のとおり、ブルーインパルス用のT_4で 
ある3ご存知のように2001年7月4日、事故により2機を失った 
ブルーインパルスは、補充用に平成12年度予算で2機のブ 
ルーインパルス用のT-4を発注しており*今年2機がデリバリー 
される予定になっている 
現在、ブルーインパルス（第11飛行隊）に所属しているT-4 

は7機。通常、第11飛行隊には9機のT-4が在籍しており、そ 
のうち2機は旧AN (定期整備）に入っているので、6機でァクロ 
を行い、1機が予備機となる。しかし、事故後の保有機は7機と 
なっていて、このうち実際のフライトができるのがIRANに入る1 
〜2機を除いた5〜6機であり、このため4機でのァクロを余儀 
なくされていた。現在、飛行隊では5_6番機の要員訓練が進め 
られており、2機のT-4が補充されれば、6機でのアクロが見られ 
るのはそう遠い日ではないかもしれない。 

岐阜基地 

厚木基地 
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P-3C (写真/北原則幸） 

USN VP-65 PG323 b/n-157323 

、:二)::？:シ 

^ 、。'メ:ぐ' 
顯mmm 

巧：:: 

P-3C 
USN VP-4 
YD209 
b/n. 158209 
(写真2点/久場悟) 

新塗装カラーマ■キンク機 

耩々 
6月に入って、太平洋•インド洋地域に展開 

しているアメリカ海軍P-3Cの部隊が交替し 
たもようだ。これまで三沢基地に展開していた 
VP-40 (QE)はVP-47 (RD)へ、ディエゴガ 
ルシア島に展開していたVP-4 (YD)はVP-1 

(YB)にチェンジしたものと思われる。その交 
替の時期に、かなり多くのP-3Cの部隊が厚 
木、嘉手納などで見られた。最近は、ツヤのあ 
るライトグレイの新塗装がかなり増殖し、従来 

のロービジ機より多いくらいになったここで 

は、カラーマーキングが1玄しし、新塗装のスキッ 
パー(隊長指定）機を一挙紹介しておこう。 
写真①は6月3日15時半頃、厚木基地に 

着陸する VP-eS^TridentsN の P-3C。 
写真③は6月12日、嘉手納基地のラン 

ウェイ23Rに向かうVP-4のP-SC^Skinny 
DragonsMOP-3C,②はその機首アップ写 
真で、コクピットに収まるクルーの姿をよ〜く 

見てほしいeデザ_卜迷彩のフライトスーツを 
着ているようだ。ディエゴガルシアへの展開で 
は、中東やアフガニスタンに対するミッション 
を実施しているためたろう。 
写真④は6月11日、嘉手納基地で撮影さ 

れたVP-47のP-3C_.Golden Swordsmen11 

の P-3C。 

El 

AM 投稿情級 

嘉手納基地 

厚木基地 



HMM-265 
の CH-46E 
モデツクス00 

CH-46E (写真/上原洋介） 

USMC HMM-265 EP00 
b/n. 153365 
6月12日、厚木基地のランウIイ19にアプローチす 

るアメリカ海兵隊HMM-265のCH-46Eシーナイト。 

厚木のNIPPIで整備を受けていた機体と思われる。モ 
デックス[00]のダブルナッツ機で、機体横には赤で大き 
く「竜」の文字、国籍マークはカラーだ。この機体は以 
前からHMM-265に存在するが、フイーノ <-ではまだ掲 
載したことがなかったので、紹介することにした， 

9B覇基地に 
配備されている 
LR-2 

LR-2 
JGSDF IB 23053 (写真/久場悟） 

5月28日、那霸基地のランウェイ36に着陸する陸上 
自衛隊*第1混成団第101飛行隊のLR-2連絡偵察 
機。2000年から那覇に配備されている機体だ。現在 
LR-2は4機存在し、航空学校（宇都宮）、第1ヘリコブ 
夕一団（木更津）、西部方面航空隊（高遊原）、そして第 
1混成団（那覇）にそれぞれ1機ずつ配備されている。 

讎 

戦競キルマークを付けた優勝部隊 
mrnmm 

鼸 
論， 

If 

堀野 

SL 

百里基地 

m 

那顏基地 

厚木基地 
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SH-60I MITSUBISHI 8285 

Jウイング先月号79ページで、新造のSH- 

60丄86号機を紹介したが、今月は同じく新 
造の85号機と87号機について解説を加え 
ておきたい。 
写真右は5月24日16時05分頃、名古屋 

空港のMスポットにてホバリングする海上自 
衛隊向けのSH-60丄85号機。写真上は6月 
12日11時20分頃、同じく名古屋空港で撮 
影された87号機。三菱重工による新造機テ 
ストフライトで、ともに初飛行時のシーンであ 
る。平成11年度予算による平成14年度納 
入予定機9機のうちの2機で、85号機はその 
1機目、87号機はその3機目にあたる。85号 
機のほうは、尾翼に部隊コードが記されてい 

ないが'、87号機は「才」と記入されているの 
で、大村航空隊に配備予定の機体だ。 
この2機は陸上配備型のSH-60Jである。 

右の85号機には機体右パイロンにFLIR 

(前方監視赤外線）が搭載されている。また、 
写真の85号機、87号機ともに、機体左側パ 
イロンに增槽（外部燃料タンク）が搭載され 
ている。14年度納入の陸上配備型から導入 
された新しい装備だ。增槽を搭載するため、 
従来の機体左パイロンが米軍のSH-60風に 
後方に延長されているのが分かる。おそらく 
配管設置などの関係があると思われるので、 
パイロン延長型=增槽搭載可能型と判断し 
ていいだろう。先月号の解説で書いたように、 

% • S/8B 
〆 
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SH-60I MITSUBISHI 8287 

チャフ■フレア■ディスペンサーやミサイル警戒 
装置が追加されている点は、86号機と同じだ 
(ただし86号機は艦載配備型）D増糟は、陸 
上配備型のみの装備らしぐ沿岸防衛を担当 
する地方隊の機体が、航続時間の延長を目 
的として導入したもののようだ。 

なお、艦載配備型のSH-60Jには、後脚前 
方の機体下部に先端が尖った形状のブレー 
ドアンテナが設けられているが（ソノブイ電波 
受信用と思われる）、陸上配備型の機体には 
それがない^ 

u 
/I 

F-15,914号機、 
岐阜に戻り試験再開 
F-15I JASDF ADTW 02-8914 (写真/安田和弘） 

6月21日13時25分頃、岐阜基地に着陸する航空自衛隊■飛行開発実験 
団のド-15丄914号機。Jウイング先月号79ページで掲載したヘルメットマ 
ウンテッドサイト（HMS)対応機である，この機体は5月29日に三菱重工か 
ら岐阜基地にデリバリーされ、飛行開発実験団で再びXAAM-5開発関連 
のミッションを行っている，写真は、先端にシーカ_の付いたXAAM-5空対 
空ミサイルを搭載して、試験飛行を行ったシーンた。バイロットがHMS付き 
のへルメットを被っているのも％よく分かる， 
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名古屋空港 (写真2点/加藤幸治) 

;H-60Jに播相を追加! 

雜等㈣—ヂ―一一， 

岐阜基地 



A340-211 
ROYAL JORDANIAN 
JY-ABH(009) 
(写真/北原則幸） 

7月2日13時半頃、羽田空港のVIスポッ 
卜にトーイングされるヨルダン政府のエアバス 
A340-21LW林の決勝戦を観戦するために 
来日したヨルダン皇太子の乗機である，ヨル 
ダンが導入したオニューのVIP機で、日本初 
飛来を達成した。ヨルダンのVIP機といえば 

長年、し1011トライスタ_がお馴染みだった 
が、その後継機となったのが、このエアバス 
機。機体の外面、タイトルの塗装は、トライス 
夕一のものをほぼ継承している。ところでこの 
機体、新造機と思し、きや、製造番号が[009]と 
いうエアバス340の製造初期の機体：もとも 

7 

と2000年までブルネイ政府が使っていたV1P 

機（ex.V8-AM1)だったというのが意外だ： 
政府&王室専用機ということで理解していい 
と思うが、機体の運航管理はロイヤル■ヨル 
タニアン航空である。コールサインは” Royal 

Jordanian 001’’だった， 

:•If 

ルドカップ聞連の 
VIP機だつ！ 
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B.737-3Z8 KOREAN AIRFORCE 85101(写真/東條広之） A3I0 GERMAN AIRFORCE 1021(写真/伊藤隆） 

写真左は6月30日14時頃、羽田空港のV2 

スポットに駐機する韓国空軍のボーイング 
737-300, W杯決勝戦を観戦するために、この 
日11時50分頃到着した金大中大統領の特 
別機だ。コールサインは"KOREAN 

AIRFORCE1"だった。この機体は韓国大統 
領の来日ではお馴染みだが、塗装がマイナー 
チエンジされていた 3 「REPUBLIC OF 

KOREA」のタイトル文字がゴシック体になり、 

紺色だったボディラインが鮮やかなスカイブ 
ルーに変更され、だしゝぶイメージが変わったの 
ではなしばろうか。また、胴体下部とエンジンは 
グレーからホワイトになっているし、機首も黒か 
らホワイトに塗りなおされている。この機体はJ 

ウイング99年1月号と2000年12月号にも掲 
載しているので、見比べて欲しい.なお、随行 
機としてアシアナ航空のエアバスA321も同 
日、羽田に飛来したが、クイックターンで韓国に 

戻っていった。 
写真右は6月30日，羽田空港で撮影された 

ドイツ空軍のエアバスA310 (10+21)同じく 
W杯決勝戦観戦のため来日したドイツ大統領 
の特別機である。ちなみに6月最後の週にカナ 
ダのカナナスキスでG8サミットに出席していた 
ドイツ首相はt予定外にも日本でサッカーを観 
戦したいと言い出し、小泉首相が帰国するのと 
一緒にtカルガリーから日本の政府専用機(航 

空自衛隊のB-747)で来日した。カルガリーま 
で乗ってきたドイツ首相の特別機は、一行をド 
イツに戻すため、予定外のフライトスケジユー 
ルを組むことができなかったらしい。 このときドイ 
ツ首相と側近計5名が府専用機に乗った： 
離日は、大統領も首相も、このA310を使ったも 
のと思われる。なお、6月30日には成田空港U 

もドイツ空軍のA310 (10+22)とLTUのA330 

がW杯関連のチヤーター機として飛来している: 

AOM塗袋のDC-10が日本再来 
DC-10-30 
(写真/東條広之） 

6月10日14時頃、羽田空港に到着したAIR 

UBのDC-10-30。6月7〜10日にかけて、イス 
ラエルとパレスチナを訪問した川口外相の帰 
国便に使用されたチヤーター機だ。この日10時 
半頃に着陸後、元国際線ターミナルの44番ス 
ポットに入った。コールサインは「IW8198J 

だった。機体は11日7時頃に出発したが、この 
ときのコールサインは「IW818F」。末尾の 
「F」はフェリー便を意味するのだろう。AIR 

AIR LiB F^GNEM (46892/204) 

UBはフランスのエアラインで、もともとはエアリ 
ベルテである。倒産したAOMのDC-10がA[R 

LIBに移籍しており、今回飛来した機体も、 
AOMのフルカラー機にクバーナ（キューバの 
エアライン）のタイトルが追加されたものだった。 
機体は1975年製造のDC-10-30で、長年 
AOMで使われていたa AOMのDCM0は1990 

年代後半まで成田に乗り入れていたので、懐か 
しいと思う人も多いのではないだろうか。 

羽田空港 

羽田空港 

ヨルダンの新VIP機、やつ 
ド* 

ました 
'# W参少'人 ふ〜.…. 

羽田空港 



ギャラクシー 
君国の黼睡シヨツト Cmm yv (写真/丸山大介） 

-5J/1 USAF/AFRC 439AW/337AS 69-0017 

6月27日17時50分頃、岩国基地のランウェイ20を離陸するアメリカ空軍■第 
439空輸航空団第337空輸飛行隊（マサチューセッツ州ウェストオーバー空軍予 

備基地）のC-5Aギャラクシ' コールサインは"REACH 175TUだった。この時期、 
岩国基地にはC-5やC-17などの大型輸送機、それに民間チャーター機（アトラス 

エアB.747F、ボーラエアB747F、ワールドMD-11、ジェミニDOICKオムニエア 
DC-10、アメリカントランスエアレ1011など）の飛来が多かった横田基地のラン 
ウェイ閉鎖の関係だったのかもしれない:ギャラクシーの岩国飛来も、普段では結構 
珍しいはずだ， 
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プッシュ元大毓級の 
錐機 
CL600_2B 16 N601ST(s/n5081) 

- 

隨 Mil":: 
..一_ 

6月17日12時頃、厚木基地に着陸するアメリカ民間国籍のCL601チャレン 
ジャー（Cし600-2B16)。日本政府の招きで来日したジョージH.W.ブッシュ元アメリ 
力大統領の乗機である.チャレンジャーが厚木に到着したのと、ほぼ同時刻に陸上 
自衛隊のAS332Lが市ヶ谷ヘリボートから厚木に飛来し、ベーカー在日大使らが出 

迎えた：CL601は14時15分頃、再びブッシュ氏を乗せて硫黄島に向かい、18日に 
海上自衛隊機で硫黄島から小笠原（父島）に向かったもようだ。そして19日に硫黄 
島から厚木に再来.数時間のステイのあとJ帚国した。（※関連記事62ページ） 
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ラッパ付ぎKC 
KC-135R (写真/BC) 

USAF 319ARW/911ARS 63•删2 
(c/n.18629) 

6月22日16時頃、嘉手納基地のランウェイ 
23Rに着陸するアメリカ空軍■第319空輸航空 

団第911空輸飛行隊（ノースダゴタ州グランド 
フオークス空軍基地）のKC-135Rストラトタン 
カー。このときKC_135Rが3機で飛来したうち 
の1機である：空中給油用フライングブームの先 
端にはドローグホース（通称ラッパ）が付いてい 

るので、米海軍または海兵隊機に対するミッショ 

ンを行ったのだろう。赤いフィンバンドは 
911ARSを意味する。 

モノト■ンの機体も7K玉バンド F/A-18D (写真/沖永博己/TN[) 

USMC VMFA-332 EA04 b/nul64945 

…卜*_一〆ノバ 

6月25日午前、岩国基地を離陸するアメリカ海兵隊VMFA-332 

のF/A-18Dホーネット。Jウイング先月号78ページで、尾翼に水玉 
模様を付けたカラーマーキング機（EA-00)掲載したが'、このほどイ 
モ番の機体にもモノトーンで同様のマーキングが施された（※イモ番 
=モデックスナンパーが「00」「01」以外の機体aカラーマーキング 
などを施していない、何の変哲もない機体をこう呼ぶ） 

VMFA-332は今年1月から岩国に展開している部隊だが、海外 

へ2次展開していた期間も多ぐ5月下旬頃になって、ようやくほとん 
どの機体が戻ってきた。タイでの合同演習“コブラゴールド2002” 

にも参加していたようだ。日本に帰国してからも、部隊名の表記は 

fVMFA- (AW) -332」ではなぐ相変わらず「VMFA-332」になつ 
ている。部隊の岩国展開は半年間のはずだから、おそらく7月中には 
本国に戻るだろう= 

金团飛来機 ベ-ジ 
■ 

岩国基地 

厚木基地 

岩国基地 嘉手納基地 
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w杯てブルーが 
セモニーフライト 
T-4 
JASDF 11SQ 46-5730 (写真/河合真吾） 

6月4日18時05分頃、入間基地に着陸した航空自衛隊■第11飛 
行隊のT_4ブルーインパルス1番機-埼玉県で行われたワールドカッ 
プ日本開幕戦のセレモニーフライトを終えて、展開基地の入間に帰投 
したときのショットだ。この1番機のみ、後席グレアシールド上にビデオ 
カメラが設置されていた。一年でもっとも日の長い6月のこと：光はど 
んどん少なくなっていくが、夕方6時を過ぎても写真はなんとか撮れる 
ものた。なお、埼玉スタジアム上空をブルーインパルスがフライバイし 
たシーンは、Jウイング8月号17ページですでに紹介しているので参 
照してほしい。 

北宇都宮駐屯地 

宇都宮に海自のYS 
看,M M VKJV wm (写真/佐々木悠） 
Y2k_ l 1IV1-A JMSDF61FS 9043 

6月29日9時半頃、陸上自衛隊北宇都宮駐屯地で撮影した海上自衛隊•第 
61航空隊のYS-11M-A,バックに_般人と思われる人の姿があるが、この日9 
時半からH時すぎまで、宇都宮飛行場で事前申し込みによる体験搭乗のフラ 

イトあったのだ.機体は厚木航空基地に配備されているYS_11輸送機で、乗客 
を乗せて3回フライトした&宇都宮飛行場は陸上自衛隊の駐屯地のほか、富士 
重工の航空機工場があるので、ヘリコプターだけでなく固定翼機の発着も十分 
可能な滑走路（1,700m)を持っている。海上自衛隊のYS-11は老巧化のた 
め、そろそろ後継機種の選定を迫られているが'、機種はまだ決まっていない， 

m 一!" 

新湄県警の 
ベル206 
「ゆきかぜ」 

Bell206L-4 
新潟県警察JA6172 (写真/匿名希望） 

—— 

6月12日、新潟県川上村の山中に、新潟県警察航空隊のベ 
ル206し4ヘリコブタ_が不時着。乗員3名が負傷する事故が 
あった。このヘリは、新潟県内で不審者の捜索活動を上空から 
行っていたと報道された6写真は、そのべル206L-4「ゆきか 
ぜ」で、事故の直前に撮影されたショットである，この日午前、燃 

V: 料補給のため、同県津川町のグランドに着陸したところ.機体 
サ:r二#：：::謂右側に装備されている球状のものは防振tvカメラで、機体下 

の円盤状のものは映像伝送用のアンテナ。 

データリンクポッド 
搭載のUP-3D 
UP-3D 
JMSDF VC-91 9161 (写真/北原則幸） 

6月6日9時半頃、厚木基地のランウェイ01に着陸する海上 
自衛隊•第91航空隊のUP_3D電子戦訓練支援機両主翼 
パイロンにAWWイ3データリンクポッドを搭載している。UP- 

30 は主に海上自衛隊艦艇に対する訓練支援のミッションを行 
う機体だが、標的支援だけでなく、多種のミッションを受け持つ 
ているこの機体は、6月5日夜にも厚木に飛来した， 
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厚木基地 
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新潟県津川町 
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芦屋に新しく BBffiされた 
U-125A 
U-125A JASDF ASHIYA 92-3010 (写真/井上芳則） 

7—ルドカップの 
ミッションスコア 
E-767 (写真/後藤丈志） 

JASDF 601SQ 64-3501 

6月14日10時半頃、芦屋基地で撮影され 
た航空自衛隊■芦屋救難隊のli-125A3今 
年からMU-2に替わって芦屋救難隊に新しく 
配備された機体だ，ただし、MU-2もまだ運用 
されているほか、へリコプターのほうもUH- 
60JとV-107の新旧を配備しており、現時点 

で同隊は、救難機4機種をすべて運用する部 
隊となっている。近いうちUH-60JとU-125の 
機数がそろえば、V-107とMU-2は芦屋から 
姿を消すことになるだろう。V-107とMU-2は 
2006年頃までに、全国の救難隊から全機リ 
タイヤする予定だ: 

7月5日12時頃j兵松基 
地に着陸した航空自衛隊- 

第601飛行隊のE-767 
機首アップの写真だ。前部 
ドアの後ろにワ_ルドカッ 
プのために実施した警戒 
ミッションの記念マークが 
記入されている=上から 
YOKOHAMA、 
SAPPORO,OSAKA, 
KOBE、CMTAである。コウ 
モリの部隊マークのすぐ下 
にも、日韓ワールドカップの 
ロゴマークが入っているこ 

の記念マークは501号機 
と504号機に記入されてい 
た。ワールドカップの試合 
が行われている最中は、試 
合会場付近の空域で警戒 
管制ミッションを実施して 
いた，ミッション回数は札幌 
3、横浜4、大阪3、神戸3、 
大分3の計16回となって 
いる， 

r 
たくさんの投稿&情報ありがとうございました。誌面の都合で掲載できなかったみなさん、ごめんなさい 

河合真吾、佐々木悠、上原洋介、沖永博己汀NL和田拓、大貫允禎、安田和弘、大須賀健司、北原則幸、東條広之、櫻井定和、丸山大介、鹿目昌宏、鈴木浩純、松野真司、長岡公一、俘 
藤隆、諸野脇晴宏、加藤幸治、久場悟、伊藤辰男、村井徳、大山浩明、井上芳則t後藤丈志I吉井徹、森亮介、川上雅彦、岡村敏行、橋本裕明、BC、解剖やJMPO (敬称略•順不同） 

J 

フイーバー！への写真投稿のお願い 

このコーナーでは、日本全国の飛行場で撮影され 

た軍用機の飛来機写真を紹介します。掲載される写 
真のポイントは、次のようなものです。 

I .珍しい機種•機体、珍しいマーキング、珍しい装備 

などを施した軍用機 
n.機体は珍しくなくても、民間空港など、ふだん、軍 

用機が見られないところで撮影されたもの 

I.VIP(要人輪送)の航空機は、軍用機、旅客機を問 

わず掲載（エアラインでも可） 
IV.このコーナーで採用される写真としてふさわしい 

のは、機体全体のマーキングや兵器などが搭載され 
ていることがはっきりと分かるカツトです。そのため、 

機体全体をフルフレームで、ほぼ真横から収めるの 
が基本です。ただし、そのような条件での撮影が不可 
能だったものについては、その限りではありません。 
そのほかに、各部のマーキングなどのクローズアップ 

写真を添付して頂いても構いません。 

翁「フィーバー」の投稿に際して 
お願いしたいこと 

I投稿に際しては、写真1枚1枚につき、次のデータを 
添付して下さい。添付されていないものは、採用でき 

かねます。 

(1) 郵便番号/住所/氏名（ふりがな）/電話番号 
(2) 撮影場所 

(3) 撮影年月日•時刻(「15時頃」というような、だいた 
いの時刻も忘れずに） 

U)撮影した機体のデータ（機体の所属部隊、飛来理 
由、コールサイン、その機体の何が珍しいか、など、 

知っている限りの情報を明記して下さるようお願いし 

ます。また、機体を見て感じたこと、自分なりに推測す 

ることなどもありましたら、お願いします} 

② できるだけ本名での投稿をお願いします。もしペン 
ネームを希望される場合、写真1枚ずつはっきりと明 

記してください。 

③ 投稿写真は、プリント、またはスライド（ポジ）でお 
願いします。掲載の可否を問わず、返却をしません。 
ただし、スライド（ポジ）に限り、返却希望の方にお返 

しします。その場合、必ず自分の住所、氏名を明記し 

て切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。 

⑤投稿は随時募集してし、ますが、基本的に月末までに 

到着したものの中から選定して、翌月発売号に掲載し 

ます。 

娜、お待ちしています! 

情糴ポ斗 ■6月下旬、岩国基地に展開してい 
る米海兵隊VMFA (AW)_2 25 

「ce」は、グアムに移動してミッションを実施したもよう。また、海外 
へ派遣されているVMFA-212は、6月下旬の時点でまだ岩国に戻っ 
ていない。（情報/丸山大介、編集部） 

■7月2日、約1年間かけて行われていた横田基地の滑走路の全面改 
修工事が終了し、大型機の発着が再開した。（情報/編集部） 

■7月2日、横田基地に台風避難のため嘉手納基地からKC-135R10 
機、E-3 2機が飛来した。避難機は5日までに帰投した。（情報/編集 
部） 

■7月5日、厚木基地に在韓米陸軍のRC-7が飛来した。写真を撮られ 
た方は投稿をお願いします。（情報/編集部） 

■7月12〜22日までの間、三沢基地の滑走路が工事のためクローズ 
される。（情報/編集部) 

■Jウイング先月号84ぺージで、嘉手納基地で撮影された卜16Cブ 
ロック40の写真を掲載しました。写真解説には、35FSがブロック40 

型のF-16を装備していることについて憶測を書きましたが、35FS 
は2001年前半にブロック30型からブロック40型へ装備をアップグ 
レードしていたことが分かりました。多くの読者の方々から情報を頂 
きましたことをお礼申し上げます。（筆者/坪田敦史） 

艦船の話題は姉妹誌シップス「海フィーバー!」へ！ 
Jシップスには本誌のこのコーナー同様、読者投稿欄「海フィーパー」があります!艦艇の写真投稿は「J 

シップスJ編集部まで、どしどしお寄せくだざい（投稿要領は、Jシップスvol.7の132ページをご参照く 

ださい）。もちろん、Jウイングでも引き続き、艦艇関係の情報、写真を受け付けます。どちらもよろしくっ! 

77 

※プリンドした写真を投稿する場合、余裕のある大きめの封筒に入れて投函してく 
ださい。サービス判サイズの写真を長形4号の封筒に入れると、取りだす際に写 
真が傷む可能性があります。 
つの封筒で、TFEVERj (本コーナー）と『写真撮ろうよ』のコーナーの同時投稿 
は避けて下さい。お手数ですが、投稿は、コーナー別にお願いします。また、編集 
部に写真を投稿する際、どのコーナーへ投稿するのか、封筒に明記して下さい。 

※「山丨のポジフィルムで撮影し、プリントでお送り下さる方へ。「ダイレクトプリント」 
よりも「スーパーデジタルプリント」のほうが、仕上りがよく、カラーページにおける 
掲載に適しています。ぜひ「スーパーデジタルプリントjをオーダーしてみて下さい。 

※投稿写真には、写真1枚1枚につき撮影データを添付してください（f写真投稿の 
お願い：を参照)。データがないものは採用できないことがあります。なお、誌面 
の都合上、投稿写真の掲載ができなかった場合、添付の情報だけを:情報ボ_ 
ドjに掲載させていただくことがあります。 

※「フィ-パ—」および「写真撮ろうよ」に投稿いただいた方の写真は、原則として掲 

載、未掲載にかかわらず編集部に保管し、今後、「Jウイング」誌上で採用させてい 
ただく場合があります。その際は、写真クレジット（名前）を入れ、掲載誌を送るこ 
とで謝礼にかえさせていただきますのでご了承ください。 

稿に 

掲載させていただいた写真にはそれぞれ薄謝を進呈させていただきます。 

浜松基地 

芦屋基地 



- 

小隊長の号令一下、敵陣地に突入す 
る小銃小隊。後方には炎上する敵前哨 
陣地が見える 
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最後の突撃前に 
低空で侵入してく 
る AH-1S 

'乂::： uン: 
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訓練展示風景。手前がパネル橋、奥が81式自走架柱橋 
(写真：大山浩明) 

空挺降下デモを行う第一空挺回の隊員。ピンポイントで着 
地し、観客に高い技量を示した（写真：小野昌男） 

地上展示機 
AH-lS(73416)第4対戦車へリコプター隊 
0H-6D(31 176)第4対戦車ヘリコプター隊 _ 
UH-1J (41802)東部方面ヘリコプター隊(空挺降下実施） 

M 

陸上自衛隊岩手駐屯地 
設立45周年記念行事 

睡上自衛隊滝川駐屯地 
創立47周年記念行事 

=茨木正美 レホート=伊藤博志 

陸上自衛隊古河駐屯地創立48周年記念行事 
レポート=佐川貴史、野原一郎、大山浩明、星崎容一、小野昌男、田中誠一 a 

! 6月2日(日}、蒸し暑い快晴の天気の中、茨 

_o城県の古河駐屯地で創立恥周年記念行事が行 

ヒゎれた。 
音楽演奏と格闘デモ、少年工科学校生によ 

るドリル演技、そして習志野駐屯地第1空挺団 
3名によるUHI1Jからの空挺降下が実施さ 

4®れた。訓練展示では、別会場の総合交通作業訓 
練場にて架橋施設デモが実施された。なお昨 

年好評だった模擬戦は実施されなかった。 
航空機の地上展示は、陸上自衛隊保有の機 

T#^ 体が3機(AH11S、OH-6D、UHiJ参加 
tしたが'飛行展示はなく'唯一UH-1Jが前述 

の空挺降下実施を行ったにとどまった。来年は 
$是非へリコプタ—による飛行展示を行ってもら 

<いたいものである。 
総合的に見ると、咋年に比べると模擬戦な 

どがなく内容は少々寂しかつたものの、かなり 
の観客が来場し自衛隊に対する関心の高さが 

うかがわれた駐屯地祭となつた。 
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6月8日{土)、第10普通科連隊が所在する北海道の 

滝川駐屯地において創立記念行事が行われた催事と 
して記念式典、観閲行進、模擬戦闘訓練展示' 第パ音 

楽隊による音楽演奏などが行われた。観閲行進は、普 
通科部隊駐屯地らしく分列徒歩行進を先頭に連隊配 

置の各種車両と第11師団隸下の主要装備が華を添え 
ていた。徒歩部隊は小銃に着剣し、武威あふれる態様 

となつている。 
模擬戦闘訓練は特科連隊の楷弾砲の参加こそなかった 

ものの74式戦車2両、60式自走106 _無反動砲2両を 
中心とした豪快な砲 

撃戦が展開された。 
また最終局面は、普 

通科小銃小隊を中心 
とする近接戰闘によ 

り敵拠点を制圧し、 
状況を終了している。 

なお'航空機は第-[ 

飛行隊の1_|-1:1:、 
OH16D各1機が観 

閲飛行、模擬戦闘訓 
練、装備品展示に参 

加している。 
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6月2日{日}、岩手駐屯地において駐屯地設立45周年記念 
行事が行われた。同地には、第9特科連隊や第9戦車大隊な 

ど北東北唯Iの重装備部隊が駐屯している。 
今年は晴天に恵まれたこともあり、駐屯地内は例年以上の 

観客で賑わった。訓練展示は例年通り、偵察、対空射撃、障害物 
除去'FHQの支援のもと^:式戦車が突撃するといぅもので 

あり、付近の観客が耳をふさぐよぅな空砲の音が響いた。A 
H-1S、UH]、OH*6Dといったへリコプ 

夕—が参加、特にOH-6Dの低空飛行は観衆の 

歓声を誘った。また、火炎放射がはじめて実施 
されたが、これが2組で実施されたり、対抗部 

隊の2両の^:式戦車 
も偽装されているな 

ど、内容的には去年よ 
り向上していた。 

咋年より内容は濃 進 
行 

11 

戦車の機動がおとな 観 
しくなった気がする 

し、スモ—クの量が多 封 
すぎるのは写真派と 1 

してはつらいものがあ ^ 

り、この点は改善して 戦 
式 

4 

,.r 



八尾から参加した中部方面航空隊のUH-1J。テレビカメラ付 
き(写真:北川陽介） 

架橋中隊によ D 
る渡河ボートの各 
試乗は暑さを忘 1 
れるにはもって機 
こいだ（写真：が 
長浜誠司） 参 

加 
し 

m 
閲 

銃器対策部隊の新装備として注目を集めたMP-5サブマシ 
ンガン。世界各地の特殊部隊でも使用されていることで有名 
だが、警視庁内では「機関拳銃」と呼称されている。平成13年 
の補正予算で全国28都道府県の警察の銃器対策部隊に合 
計1379挺が配備された機関拳銃だが、任務が任務だけに_ 
般の人々が目にする機会が少ないのは仕方ないことか 

ワールドカップ警備に向けて新調された 
新型の出動服は、第6、7、8機動隊が着 
用して参加した。透明の盾は強化プラス 
チック製で、新型のへルメットやプロテク 
ターなど、従来の紺色の出動服とは雰囲 
気がかなり違っている 

訓練展示に参加した第2戦車連隊の74式戦車と73式装甲車。 
観客との距離が近ぐ空砲射撃は迫力があった 
上富良野駐屯地に 
は、唯一74式自走 
105mmM弾砲を保 
有した第117特科 
大隊があった。隊舎 
の前にはマーキン 
グの残された車両 
がきれいな状態で 
展不してある 

陸上自衛隊大久保駐屯地 
創立45周年記念行事 

レポート=長浜誠司、北川陽介 

警視庁平成14年度機動隊観閲式 
レポート=鈴崎利治 

航空自衛隊東北町分屯地 
分屯祭 

レボート=櫻井定和 

陸上自衛隊上富良野駐屯地 
創立47周年記念行事 

レポート=長浜誠司 

式典には AHtls、UH-1J、OH! 

飛行の後地上展示された。 

6月2日百}、京都府宇治市の大久保駐屯地で創立45周年 
記念行事が行われた。プログラムは式典のみで訓練展示は行 

われなかったが、大久保駐屯地には方面隊や師団の施設部隊が 
所在するため、観閲行進では珍しい車両や機材が登場して楽 

しめた。また午後に行われた装備品試乗は、おなじみの車両に 
加えQ式装甲車や中型トラックの試乗もあり、さらに渡河訓 

練場では渡河ボートにも乗船できるなど充実していた。なお 

5月21日{火}、警視庁機動隊の 

創設54周年の観閲式が神宮外苑 
で行われた。これは5月25日の 

機動隊記念日の前後に毎年実施 
されている行事で、午前7時から 

1時間半程度で部隊や車両の行 
進や訓示などが行われている。 

参加人員は約2100人、車両g 
台、ヘリコプタ— 9機。神宮外苑 

にずらりと並んだQ個の機動隊 
や特科車両隊等の部隊は警視総 

監の観閲を受けた後、分列行進 
を行ぅ。 

警察部内の行事だが、一般の人 
も見学が可能となつている。が、パ 

ンフや見学場所も特に用意され 
ていないので、邪魔にならないよ 

ぅ注意が必要だ。平日の早朝の行 
事で日程も大々的には発表され 

ていないものの、ふだん目にする 
機会の少ない機動隊の装備や車 

両が見られるとあつて、チェック 
しているフアンも少なくない。 

今年はワ—ルドカップの警備用に新調された新型の出 
動服や、サブマシンガンを装備するなどテロ対策用に強化 

された銃器対策部隊、新たに発足した総理官邸警備隊な 
ど、初めて参加する装備等が多く注目を集めた。 

6月16日{日}、北海道上富良野町の上富良野駐屯地で創立 
町周年記念行事が行われた。上富良野駐屯地には、第4特科 

群、第3地対艦ミサイル連隊'第2戦車連隊が所在する。式典、 

観閲行進、訓練展示はこれらの部隊だけで行われたが、保有す 
る多数の戦車、火砲が登場し十分見応えぁる内容だった。 

訓練展示は|般的な模擬戦だったが203 |自走榴弾砲の 
空砲射撃をメインに、MLRSの射撃までの動作、4式戦車と 

73式装甲車による敵陣への突撃を展示した。訓練展示には第2 
飛行隊のOH-6Dが一機参加した。 

6月9日{日>青森県の航空自衛隊東北町 

分屯地にて分屯祭が開催された。同分屯地は % } 

三沢基地の第3航空団、車力駐屯地などで使 
用する使用する弾薬やミサィルなどを保管、1j4+ 

供給する役割を持つ基地だが、あまりその重 ^ 

要性は知られていないよぅだ。 §写 
航空機の展示や祝賀飛行は行われないのれル 

が寂しいが、北部音楽隊演 

奏会、警備犬の模範演技、 
子どもマラソン大会、不用 

品バザーなど各種催しな 
ども充実している。また、 

間近にミサィルや爆弾を 
見ることをできるのもこ 

の分屯地ならでは。しかし 
せっかく三沢基地が近く 

にあるのだから、自衛隊 
機の祝賀飛行や対空部隊 

の展示など動きがあるも 
のが欲しかつた…。 



❹展示装備品(戦闘装備） 
64式7.62mm小銃(第26普通科連隊）| 
89式5.56mm小銃(第26普通科連隊） 

イベント 
レポ—■ 

5.56mm機関銃MINIMI(第26普通科連隊） 
12フmm重機関銃M2(第3普通科運爾) 
83mm無度動砲力ールグスタフ(第26普通科連隊） 
11Omm個人携帯式対戦車摺弾パンツァ_ファウストE 
(第26普通科連隊） 
96式40mm自動擲弾銃(第3普通科連隊） 
81mm迫撃砲L16(第26普通科連隊） 
120mm迫撃砲RT (第26普通科連隊） 
79式対舟艇対戦車誘導弾(第26普通科連隊） 
87式対戦車誘導弾(第26普通科連隊） 
91式携帯式地対空誘導弾(第2特科連隊） 
73式装甲車(第2特科連隊） 
74式戦車(第2戦車連隊） 
75式自走155mm榴弾砲(第2特科連隊） 
8 2式指揮通信車(第2特科連隊） 
87式偵察醫戒車(第2偵察隊） 
81式短距離地対空誘導弾発射機および射統装置 
(第2高射特科大隊） 
87式自走高射機関砲(第2高射特科大隊） 
93式近距離地対空誘導弾(第2高射特科大隊） 
91式戦車橋(第2施設大隊） 
92式地雷原処理車(第2施設大隊） 
化学防護車(第2化学防護隊） 
除染車3型(日）（第2化学防護隊） 
©展示装備品(航空機） 
0H-6D(第2飛行隊.31233) 
1^-1屮第2飛行隊*41831) 

今年も展示数の多さが目を引いていた装備品展示。 
写真は第2高射特科大隊の87式自走高射機関砲。稼 
動状況を展示している。師団レベルで同車が装備さ 
れているのは、第7師団とこの第2師団のみである ■ 广：. 

訓練部隊で唯一、空砲射撃を実施した第2特科連隊の75 
式自走155mm榴弾砲 80 

陸上自衛隊旭川駐屯地駐屯地創立50周年第2師団創立52周年 
レボート=伊藤博志 

弾薬箱で作られたバリケードを突破す 
る7パ式戰車以前見られナ-考用奄备 
踏み潰すデモは、今年は残念ながら行土砂降りの雨の中、79式対戦車誘導弾を設置整列する第5戦車大隊の上空を第5飛行隊(帯広)のUH-1H/Jがホパリン 
われなかった。来年に期待したい する第5対戦車隊の隊員 グする 

74式戦車 
75式自走155mm榴弾砲 
96式装輸装甲車 
87式偵察警戒車 
偵察用オートバイ 
81式短距離地対空誘導弾 
74式車載フ.62mm機関銃 
79式対舟艇対戦車誘導弾 
84mm無反動砲 
91式携帯地対空誘導弾 
9mm拳銃 

:: :: 
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陸上自衛隊鹿追駐屯地創立45周年記念行事 
レポート=鈴崎利治 

6月9日、北海道旭川市にある旭川駐屯地におい 

て駐屯地および第2師団創立記念行事が行われ 
た。催事は記念式典、観閲行進、訓練展示(200名 

による銃剣展示および乃式自走155 1榴弾砲X 
5両による射撃要領展示}、第2音楽隊による音楽 

演奏などが行われた。 
また、今年は模擬戰闘訓練展示に代わり、来場者 

参加のアトラクションが行われた。装備品展示は戰 
闘装備と災害派遣装備とに区分されて展示された。 

装備品のうち、^:式戦車、y式自走高射機関砲、H式 
短距離地対空誘導弾発射機および射統装置、91式戰 

車橋は稼動状況もあわせて展示されている。 
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北海道のほぼ中央に位置する鹿追駐屯地で、創 
立牝周年記念行事が5月4日(土)に行われた。今 

年は鹿追町の消防関係の行事の都合で一日前倒 
しの土曜日の開催となり、翌日の東千歳駐屯地祭 

とハシゴできるとあつて、道外から遠征してきた 
フアンの姿も多く見られた。 

内容は観閲式、模擬戦'装備品展示、4式戦車の 
体験試乗など。目玉の模擬戦は戦車2輛を含む敵 

陣地を第5戦車大隊を中心とした戦力で制圧す 
る内容で、車両22輛、ヘリ2機が参加した。模擬戦 

が行われる訓練場はそれほど広くはないが、レィ 
アウトや車両の進入路が工夫されていて、撮影し 

やすいのがぅれしい◦最後にV字型に74式戦車が 
整列して祝砲を撃つシ—ンは圧巻で、駐屯地側の 

意気込みを感じさせてくれた。 
残念なのは模擬戦の際中に雷雨となつてしまつ 

た点だが、土砂降りの状況でもしつかりとプログ 
ラムを進めていく様子は日頃の練度の高さを実感 

させてくれた。 
最寄りのJRの駅からバスで小|時間かかるな 

ど、交通のアクセスが不便な駐屯地だが、他とは一 
味違つた模擬戦が見られるとあつておすすめの駐 

屯地祭だ。 
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ビ_チクラフトB300 (JA870A/MA870“あきたか”) 
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海上保安庁唯一の 
レシプロ機となった 
セスナU 2 0 6 G 
(JA3790/SA790 
"せとつばめ”）。す 

.---■でに1万1000時間 
以上飛行している 

4古参だが、まだ使 
、’ 用するとのこと 

型せ の 
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悪質抗議船に扮したSS37「すばる」のg之仙を 
進路を変更させるベく当該船の舷側にての&金丁 
体当たりする機動警備艇1号。このあと、い^奶付 
警備艇の特別餐備隊員が移乗し、当該るg名け 
船を検挙制圧する ° £ ® ^ 

捽地し 

I?所て 
备 同51- 

船$た。 
搭2 載2 
の1 

_璧，〜:ソ 

仙台航空基地所属べル212型「ひろせ1号1ひ 
(JA9533)」と巡視艇「PC222うみぎり」によ2ろ 
る海空連携機動訓練 

ル 
2 

立ち入り禁止場所にあった移動式三次元レーダー とがあるか!？ 

海上保安庁第2管区海上保安本部^海上保安庁第6管区海上保安本部1 
JCGフェスティバルinしおがま■広島空港基地海上保安の日一般公開 
_ _レポート=伊藤博志^^^ _ レポート=永山憲 A 

航空自衛隊高尾山分屯基地開庁48周年記念行事 
レポート=井上芳則 

40周年 
w新潟救難隊の 
記念塗装が決定！ 
新潟分屯基地は分屯基地の創設40周年を記念し 

て、一般から記念塗装のデザインを公募していたが、 

このたび応募520点の中から最優秀作品2点、優秀 

作品2点、佳作6点が選出された。最優秀作品をデザ 

インしたのはV-107が鈴木政彦さん（新潟県）、MU- 

2が今別府武男さんと日高のぞみさん（東京都）。2点 

のデザインは実機に塗装され、新潟分矩基地40周年 

の記念塗装機となる。 

これら2機の記念塗装機は8月7日の新潟分屯基 

地夏祭りで地上展示される。また、8月25日の分屯基 

地創設40周年記念行事で救難展示を行う予定。 

f 
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今別府武男さん■日高のぞみさん（東京都) 

が公開された。 

5月12日{日)、海上保安の日に合わせ、広島空港内の第6管 

区海上保安本部広島空港基地がI般公開された。航空機はハン 
ガ—内で整備中のビーチクラフトB300 (JA870A\MA 

870"あきたか")，セスナU206G ( JA3790\s A79 

0"せとつばめむ、ベル212"せとづる"' ベル206"あび"など 

5月12日{日V第2管区海上保安本部主催による「JCG 

フェスティバルInしおがま」が石巻湾にて開催された。参加者 
は巡視船「PLHgざおぅ」に乗船し、体験航海とともに船上よ 

り各種の訓練展示を見学した。 
訓練展示は、巡視艇および機動警備艇(巡視船「PL107ま 

つしま」搭載のゴムボ—卜)による高速機動訓練、へリコプター 

と巡視艇による連携機動訓練、ヘリコブタ—と高速警備救難艇 
(巡視船「PL16むろと」の搭載艇)'による溺者救助訓練、機動 

警備艇による悪質抗議船舶取締訓練などいろいろな状況設定 
で実施された。ことに悪質抗議船舶取締訓練は' 洋上での迫真 

6月23日{日)、島根県美保関町 
の高尾山分屯基地で第7警戒群 

恥周年記念行事が行われたが、ま 
だ庁舎やレ—ダ—サィトが工事中 

でぁる関係から一般の入場者は 
かなり少なかった。 

高尾山レ—ダ—サィトは、全国 
で初号機となるj\fpsi04(14 

年度中完成)が現在工事中で、頂 
上見学のみの寂しいものだった。 

ただ立ち入り禁止場所に移動式 
三次元レ—夕I装置J/TPS彳1 

02が展開中だった(入間か春日 

基地所属と思われる)。また、分屯 
基地の一角にぁった、入間基地に 

所属する電子開発実験群のレ— 
ダー波などを測定する電波測定 

車を激写できた。 
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♦航空自衛隊防府北基地(航空祭) 
【開催日時】7月21日（日）8:30〜15:00 

毎年丁-3の特別塗装機が出現する防 
府北基地だが、やはり今年も登場する予 
定。また、ブルーインパルスやエアロック 
のアクロ、陸海空自衛隊機の飛行展示 
(丁 一 4s F—4、F-15、F-1、T-3、P-3C、US- 

1 A、T-400、U-125、AH-1S、UH-60)な 
ど、デモフライトも充実したものになりそ 
うだ。航空機の地上展示、シミュレータ体 
験なども予定されている。また、陸上自 
衛隊防府分屯地の創立記念行事も一緒 
に開催される。 
I撮影ガイド】 
滑走路(01/19、12/30)は十字に2本あ 
る。会場正面はほぼ順光だが、滑走路は 
遠い。 
【基地に所在する飛行隊と航空機】 
第12飛行教育団•第1教育飛行隊（T- 
3)、第2教育飛行隊(T-3) 

【基地への交通アクセス】 
JR山陽本線「防府」駅下車、臨時バスを 
利用。路線バスも利用可。駐車場あり。車 

を利用する場合は、山陽自動車道「P方府 
東1.C」または「防府西l_C」から国道262 

号線、国道2号線を経由して基地の駐車 
場へ。 
【問い合せ先】 
航空自衛隊防府北基地広報班 
^0835(22)1950 

航空自衛隊千歳基地(航空祭） 
【關催日時】8月4日（日）9:00〜15:00 

去年は中止になってしまった千歳基地 
航空祭だが、今年はブルーインパルスの 
アクロをはじめとして、2空団F-15とT-4 

の機動飛行、F-16デモチームPACAFの 
機動飛行、特輸隊B747-400の飛行展 
示、F-4EJ改の飛行展示、千歳救難隊に 
よる救難デモなどが行われる予定となっ 
ている。地上展示機は締め切り時点では 
未定だが、ほぼ例年通りになる見込み 
す二 

【撮影ガイド】 
ランウェイは並行に2本あるが、エプロン 
から見て奥のランウェイを使用した場合 
は戦闘機などの離着陸は小さくなってし 
まう。午前逆光、午後順光。 
【基地に所在する飛行隊と航空機I 
第201飛行隊(F-15J/D 丄 T-4)、第203 

飛行隊(F-15J/D丄T-4)、特別航空輸送 
隊第701飛行隊（B747-47C)、千歳救難 
隊（UH-6CU、U-125A) 

【基地への交通アクセスI 

JR千歳駅からシャトルバス（200円•約 
10分）が運行される。新千歳空港夕ーミ 
ナルからタクシーで約10分。駐車場は数 
が限られるのでソ《スを利用するのが望 
ましい0 

[問い合せ先】 
千歳基地広報室 
a0123-23-3101 

A睡FtOCK掲示板 
♦これからのエアシヨー参加予定(7〜8月） 

Jゥィユぎを 
7/21(日）防府航空祭航空自衛隊防府北基地（山a県防府市)11:10〜11:45 

7/28(日）松島基地航空祭航空自衛隊松島基地（宮城県桃生郡） 
8/4(日）第55回清水みなと祭り清水市(静岡県清水港日の出埠頭上空） 
8/31(土)、9/1(日）但馬空港フェスティバル(兵庫県豊岡市但馬空港） 

Jウイング女性レポーター募集つ！ ] 
jウイングでは、女性の読者レポーターを募集しています。編集部やカメラマンと一緒に、 

航空祭や自衛隊の基地に行き、読者の目でフレッシュなレポートをしてくださる方を探してい 
ます。編集、記者経験はまったく問いません。応募資格は、年齢18才〜30才くらいの女性で、 
好奇心旺盛&やる気のある方。希望する方は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号（あればメー 
ルアドレスも）、さらに簡単な自己PR(200字前後)を明記の上、写真(上半身または全身）を添 
えて編集部までお送りください。 
宛先は 

〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビルイカロス出版(株） 
Jウイング編集部カフェ•ド• Jレポーター係 

締め切りは8月31日（消印有効）です！： 

航空自衛隊松島基地(航空祭） 
【開催日時】7月28日（日)8:30〜15:30 

ブルーインパルスのホームベースで 
ある松島では、ブルーインパルスの曲技 
飛行が午前•午後の2回行われることで 
有名。その他の展示飛行はT-2、F-2の 
対地攻撃デモ、UH-60Jの救難展示、F- 

15Jのフライバイなど。エアロックのアク 
口も行われる。ブルーJr.の展示走行も。 
地上展示は空自から丁-1、丁-2、丁-4、F- 

と。駐車場から基地は遠いため、シャトル 
バスが運行される。駐車場は台数が限ら 
れるので、できるだけ自動車で来場する 
のは避けること。 
【問い合せ先I 
航空自衛隊松島基地広報室 
S0225-82-2111 

2、F-4、F-15、CM、O130、 
RF-4E、E-2C、V-107sMU- 

2.CH-47\T-400.1J-4.U- 
125、UH-60丄陸自からOH- 

6D、UH-1、CH-47丄米空軍 
からF-16が予定されている。 
[撮影ガイド】 
松島基地には滑走路が2本あ 
るが、航空祭のときはラン 
ウェイ07/25しか使用しない。 
エプロンから滑走路方向は、 
ほぼ一日中逆光。展示飛行 
はエプロンの正面で行われ 
るが、滑走路は左手になる。 
【基地に所在する飛行隊と航空機I 
第11飛行隊（ブルーインパルス:T-4)、 
第21飛行隊(F-2B、T-2A/B'T-4)、松島 
救難隊（UH-60丄U-125) 

【基地への交通アクセス】 
今回は諸般の事情により駐車場が限ら 
れている。できるだけJR仙石線「矢本J 

駅から徒歩で来場することが望ましい。 
駅から北門までは徒歩で約15分。やむを 
えず自動車で来場する場合は鳴瀬奥松 
島I.C、もしくは石卷港I.Cを利用するこ 

平成14年度富士総合火力演習のお知らせ 
今年も富士総合火力演習の開催が発表されましたが、例年と違い1日のみの 

開催となり、さらに本誌の発売日には残念ながらすでに応募期間が過ぎてしまつ 
ています。 
日時:8月31日(10:20〜12:00)時間は変更される場合があります。 
場所:静岡県御殿場市東富士演習場（畑岡地区） 
交通:交通案内図 
JR御殿場駅より臨時直通バス(有料） 
滝ヶ原地区、高塚駐車場よりシャトルバス（無料） 
応募期間6月17日（月)〜7月19日(金）(7月19日必着) 

総合火力演習の見学受付期間が6月17日から7月19 

日だったため、受付は終了してしまいましたが、陸上幕僚 
監部のご厚意でJウイング読者の皆さんにチケット15枚 
を提供してもらえることになりました。 
官製ハガキに住所、氏名、年齢、職業をご記入の上、82 

ページ右下の応募券を貼り、 
亍162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂ドビルイカロス出版(株） 
Jウイング編集部総火演係までお送りください。締め切りは8月16日（消印 
有効）。当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。なお、この応募 
に関しては電車•バスのご利用のみとなります。 



IX 

今。 

納涼花火大会（神奈川県播須背市） 
納涼盆踊り、花火大会、出店など 
交通:JR横須賀線「横須賀」駅からバスで約 
35分。「衣笠」駅からバスで約25分。「逗 
子」駅か!5バスで約30分&京浜急行「横須賀 
中央」駅からバスで30分。自動車の場合は衣 
笠1Cから三浦縦断自動車道を利用。 
武山駐屯地広報班S0468-56-1291 

2: 
)、 
1： 

35 
仁来 

!行 
[道 

新潟空港LCから約2km。 
また、9月8日（日）には50組100名を 

対象にV-107の体験搭乗が行われる。希望 
者は氏名、住所、年齢、職業、電話番号を記入 
の上、ペアでH本験搭乗希望」と記入して申 
し込むこと。あて先は〒950-0031新潟市 
船江町3-135航空g衛隊新潟救難隊広 
報。締め切りは8月9日（金）必着。 
新潟分屯基地広報班Q025-273-9211 

集まれ！夏の自衛隊納涼会&盆踊り2002 
7月から8月にかけては、各地の駐屯や基地で夏祭りや益踊り大会が予定されている。 
基地内では用廃になった航空機や車両が見られることもあるので、近くの人は出かけてみ 
よう。また、ここに記した以外にも夏祭りなどが計画されている駐屯地•基地があるので、 
地元紙や広報誌をチェックしておくといいぞ。 

陸上自衛隊朝霞駐屯地納涼大会 
フ月23日（火）e048-46CH711 
航空自衛隊沖永良部島分屯基地納涼祭 
7月24日（水）S0997-93-2169 
陸上自衛隊東立川駐屯地夏祭り 
7月25日（木）S042-524-4131 
陸上自衛隊胃森駐屯地盆踊り 
7月25日（木）QD17-78 1-0161 
陸上自衛隊小平駐屯地納涼大会 
7月26日（金）S042-322-0BB1 
陸上自衛隊十条駐屯地盆踊り 
7月£6日（金）、27日（土） 
003^3908-5121 
陸上自衛隊横浜駐屯地盆踊り 
7月27日（土）S045-335-1151 
陸上自衛隊豊川駐屯地夏祭り 
7月27日（土）S0533-86-3151 
陸上自衛隊真駒内駐屯地盆踊り 
8月上旬®011-581-3191 
陸上自衛隊三宿駐屯地盆踊り 
8月1日（木）003-341 1-0151 

陸上自衛隊小郡駐屯地盆踊り 
8月2日（金）S0942-72-3161 
陸上自衛隊金沢駐屯地盆踊り 
8月2日（金）S07B-241 -2171 
航空自衛隊新潟分屯基地 
夏祭り、記念塗装機展示 
8月7日（水）S025-273-9211 
陸上自衛隊千僧駐屯地納涼大会 
8月7日（水）、8日（木） 
S072フ-8卜〇021 
陸上自衛隊舂日井駐屯地盆踊り 
8月8日(木）S0568-S 1*7183 
陸上自衛隊桂駐屯地盆踊り 
8月8日（木) 0075-38卜2125 
陸上自衛隊海田市駐屯地夏祭り 
8月8日（木）S082-822-3101 
陸上自衛隊青野原駐屯地盆踊り 
日月9日（金）550フ94-66-フ301 
陸上自衛隊久留米駐屯地盆踊り 
B月22日（木）©0942-43^5391 
航空自衛隊奈良基地平城山納涼会 

海上自衛隊岩国航空基地 
ちびっ子ヤング大会（山口県岩国市） 

US-1A体験搭乗（すでに応募は締め切り）、 
地上展示（卩'3にじ9-3 0、1^-1八、1> 
3BA, LO90、丁七、MH-53E、SH-60J)、 
航空機シミュレーター体験、ゲーム大会、ス 
ケッチ大会など 
交通:jr山陽本線r岩国」駅下車。自動車の場 
合は山陽自動車道岩国LCより国道2、188 
号線を約6km走行。 
岩国航空基地広報室 
«0827(22)3181内線234 

海上自衛隊横須賀基地 
ちびつ子ヤング大会（神奈川県横須贺市） 
艦艇一般公開、体験航海（当日抽選）、港内見 

両日と6 9:00〜20:00 
8月24日（土》，25日（日) 

7月20日 土•祝>9:00〜16:00 

7月20日土•祝8:30〜14: 

7月〜8月の自衛B t •米軍イベントスケジュール ※イベントの日程、内容については変更されることもありますので、 
お出かけになる前にもラ_度ご確認ください9 

航空祭（山口県防府市） 
※詳しくは82ベージをご覧下さし、。 

7月27日(土> ,28日（日) 
両日とも9:00~16:00 

海上自衛隊佐世保地方総監部 
ちびっ子ヤング大会（長崎県佐世保市） 
ゴムポート体験試乗、佐世保港見学、球技大 
会、艦艇一般公開など 
佐世保地方総監部広報室 
SQ956-23-7111 

7月28日（日）8:30〜15:30 
航空自衛隊松島基地 
航空祭（宮城県矢本町） 

※詳しくは82ページをご覧下さい。 

掃海艇の_灘クルーズ、ゴムポートクルーズ、 
SH-60 J訓練展示、0H-6D地上展示、T-5編 
隊飛行、飛行展示、ゲーム大会、模擬店など 
交通:JR山陰本線「吉見」駅から徒歩15分 
下関基地隊総務課 
Q0832-86-2323 (内線210) 

8月24日（土）9:00-14:00 
航空自衛隊奈良基埵{航空自衛隊 
幹部候補生学校）（奈良県奈良市} 

観閲式、装備品展示、模擬店など 
交通:近鉄「西大寺」駅から徒歩。JR、近鉄「奈 
良」駅から路線バス 
航空自衛隊幹部候補生学校広報室 
00742-33^3951 

7月27日（土）月4日（日） i 1 8月24日（土）16:00〜20:00 

海上自衛隊呉地方総監部 陸上自衛隊武山駐屯地 
FLEET WEEK IN KURE (広島県舆市） 創立44周年記念および播須賀西地E 

米空軍横田基地 
フレンドシップ•デイ（東京都福生市》 

C-130のデモ飛行など（詳細は次号でお任 
します） 
交通:JR青梅線「牛浜」駅から徒歩約15う 
駐車場はないので車での来場は不可。 

8月25日（日） 
航空自衛隊新涓分屯基地 
基地開庁祭（新潟暢新潟市） 
ブルーインパルス曲技飛行(12:10-1 
30)、F15飛行展示（11：05~ 11:30 
0-130.T-400飛行展示（10:55〜1 
05)、V-107- MU-2救難展示飛行（12:: 
〜12:45)。※基地開放などの詳細情報は 
月号でお伝えします。 
交通：JR信越本線「新潟」駅から新潟空;i 
きの路線*連絡バス。自動車は北陸自動_ 

字、音楽演奏、各種訓練展示 
交通:JR横須賀線「横須賀_!駅から徒歩1分、 
京急「汐入J駅から徒歩15分。駐車場はな 
い。 
横須賀地方総監部広報室 
550468-22-3500 

7月20日（土•祝) 
海上自衛隊阪神基地隊 
ちびつ子ヤング大会（兵庫県神戸市） 

体験航海など 
交通：阪急岡本駅からタクシーで約10分。当 
日はJR摂津線「本山」駅からマイク□バスが 
運行される予定^ 
阪神基地隊広報班53078-441-1001 

7月20日（土•祝K21E 
両日とも9:00〜16:00 
海上自衛隊大瀆航空基地 
ちびっ子ヤング大会（胥森県むつ市） 

飛行展示（HSS-2B、MH-53E)、体験搭乗 
(HSS-2B •当日抽選）1装備品展示（HSS- 
2B)、模擬操縦体験、ビデオ上映 
交通:JR大湊線「大漠」駅から路線)（ス[こ乗り 
「大湊航空隊」バス停下車。駐車場もあり。 
大湊地方総監部広報係 
aO175-24-1640 

7月21日（日>9:00〜14:00 
陸上自衛隊静内駐屯地 
駐屯地創立38周年•第7高射特科連嫌 
創隊21周年記念行事（北海道静内郡} 
祝賀式典、対空実射訓練(短SAM、B7式自走 
高射機関砲）、装備品展示（短SAM、91式携 
帯地対空誘導弾、84式無反動砲、掰人偵察 
機、高速標的機、低速標的機、ホークなど）、体 
験試乗（ 82式指揮通信車、ジープ）など 
交通:日高本線「静内j駅、「東静内」駅から夕 
クシーを利用。駐車場あり。 
静内駐屯地広報班SO 1464-4-2121 

7月21日（日）9:00~14:00 
陸上自衛隊稚内分屯进、航空自衛隊 
稚内分屯基地分屯地創立48眉年*基地 
開庁記念行蓽（北海道雅内市） 

記念式典、装備品展示（ペトリオッK小銃な 
ど)、レーダー見学ツアー 
交通:jr r稚内」駅から路線バス。駐車場あ 
〇〇 

稚内分屯基地総務fiO162-23-5377 

7月21日（日）9:00〜14:00 

航空自衛隊車力分屯基地 
開庁記念行辜（胥森県車力村） 
記念式典v装備品展示（ペトリオット、ホーク、 
短SAM、携SAMなど）、捜索救難展示（ソ- 
107、MU-2)、陸自の偵察行動展示、VADS 
の空砲射撃展示、体験試乗（指揮通信車） 
交通:JR五能線「五所川原」駅から路線バス 
で50分、下車後徒歩20分。 
車力分屯基地広報SOIフ3-56-2531 

7月21日（日）9:00〜t4:30 
陸上自衛隊北恵庭駐屯地 
創立52周年記念行事（北海道恵庭市） 
記念式典、音楽演奏、訓練展示、装備品展示、 
体験試乗（ 90式戦車）、資料館開放など 
交通:JR千歳線r恵庭」駅からタクシーで7 
分、徒歩20分、駐車場あり。 
北恵庭駐屯地第1戦車群広報班 
SOI 23-32-2101(内線203) 

7月21日（日）8:30〜15:00 
航空自衛雜防府北基地 

呉地方隊展示訓練■シーページ1ント02 (7 
月27日、28日）、電燈艦飾（期間中每晚20: 
□0-22:00),護衛艦などの見学（7月29 
日v 30日、8月2日〜4日*9:00〜16:00), 
ちびっ子ヤング大会•海軍カレーフェア（8月 
3日*9:00〜16:0〇) 
呉地方総監部広報係 
00823^22-5511内線2702 

7月27日【土）8:00〜16:00 
海上自衛隊小月航空基地 
ちびつ子ヤング大会（山口県下関布} 

T'5デモチームの飛行展示、フアンシードリ 
ル、スポーツ大会、航空機地上展示（T-5、 
UH-60J)、地上訓練機試乗、管制塔見学、花 
飛行機、ちびつ子広場、海軍カレー売店など 
交通:JR山陽本線r小月」駅から「宇部中央」 
「JR埴生駅」「富士電化」行き路線バスで 
「§衛隊前」または駅か!5タクシーで約 
1〇分。中国自動車道小月I.Cから約5km。駐 

小月航空基地広報室 
a0832(82)1180内線2〇5、484 

7月28日（日）9:00〜15:00 

航空自衛隊山田分屯基地 
開庁45周年記念日（岩手県山田町） 

装備品展示など 
山田分屯基地広報Q0193-82-2636 

8月1日（木) 
海上自衛隊江田島第1術科学校 
サマ~フェスタ江田島（m島県江田農町) 

締め切り時点で時間、内容とちに未定 
江田島第1術科学校広報 
S0823-42-1211 

8月3日（土）9:00-16:00 
海上自衛隊舞鶴航空基地 
ちびつ子ヤング大会（京都府舞鶴市） 
展示飛行（SH-60J)、航空機地上展示(SH- 
60丄ME-53E、AhMS、0H-6D) (SH- 
60J以外は締め切り時点での予定）。護衛艦 
一般公開、音楽隊演奏など 
交通:J R小浜線「東舞鶴」駅下車からタク 
シー。自動車の場合は舞鶴自動車道「舞鶴東 
I.CJもしぐ3：「舞鶴西I.C」から舞鶴航空基地 
へ 

舞賴地方総監部広報係 
00773*62-2250 
舞鶴航空基地総務班a0773-6S-9100 

8月4日（日)10:00^19:00 
米海軍横須貿基塘 
フレンドシップデイ（神奈川県横須賀市） 

出店、ゲームなど、艦船見学については締め切 
り時点では未定。 
※中止となる場合ちありますのでご了承くだ 
さい。 

8月4日（日）9:00〜15:00 
航空自衛隊千嫌基地 
航空祭（北海道千歲市） 

※詳しくは82ページをご覧下さし、。 
8月10日（土>17:00〜21:30 
(16:00開門） 
米海軍揮木基地MATSUR12002 
基地内のリードフイールドで夏祭りを開催しま 
す。航空機等の展示はなし。正門から徒歩で 
入場してください。 

8月11日（日）8:00〜16:00 
海上S衛隊下関基地隊 
ちびっ子ヤング大会（山口県T閲市) 

9/14-15 McConnell AFB.Kansas* 
9/14-15 NAS Willow Grove, Pennsylvania^ 
9/21 Grand Junction,Colorado^ 
9/21-22 NAS Oceana,Virginia^ 
9/22 Holloman AFB,New Mexico^ 
9/28-29 Augusta, Georgia* 
9/28-29 NAS Patuxent River, Maryland* 

8月23日（金）Q0742-33-3951 

7/20-21 Helena, Montana^ 
7/20-21 Dayton, Ohio* 
フ/24 Cheyenne,Wyoming* 
7/2フ Malstrom AF日，Montana* 
7/27-28 Point Mugu(Ca!ifomia^ 
7/28 Fairchild AFB■ Washington* 
8/3-4 Seattle, Washington^ 
8/10-11 Westover ARB, Massachusetts* 
8/1フ Portland, Oregomt 
8/17-18 Chicago,Illinois* 
8/1 B NAS Whidbey Island, Washington^ 

8/31 
—^ ^ 1 1 w 1- "ta * v 1 U 1 1 * w ^ 1 U ■ >. l-rf 

St.しouis,Missouri* 
8/31 Cleveland, Ohio* 
9/1-2 St Louis, Missouri* 
9/1-2 Cleveland, Ohio* 
9/7-8 Toledo, Ohio* 
9/7-8 Lubbock, Texas* 

☆ブル_エンジェルス展示飛iラ 
★サンダーパーズ展示飛行予S 
※これらのスケジュールは変更 
場合があります。 
※編集部ではこれらのエアシヨ 
する問合せには応じられません 

1米軍のエアショ— 
★スヶジュール (7S9月) 



陸艦に離発着艦訓練を行うV-22。垂直に上昇■下降する 
時はエンジンごと回転させヘリコプターのように飛行する 
(Photo:巳oeing) 

際には通常のプロペラ機のように飛行 
する（Photo:Boeing) 

ターの回転面の前端から、後ろのロー 

ターの回転面の後端までが全長と考え 

て良いだろう。 

シングル•ローターのヘリコプターで 

は尾部に小径のアンチ•トルク•口ーター 
を持っているので、このアンチ•トルク. 

ローターの回転面が機体の一番後ろ側 

に来ることもある。その場合の全長は、メ 

イン•口ーターの回転面の一番前から、テ 

イル•ローターの回転面の一番後ろまで 

の足巨離ということになる。 

しかしこのようにローターの回転面を 

計っていると、全長の数値と機体の胴体 

の長さとが大きく隔たっていることにも 

なる。例えばCH-47なとは、口 ーターの端 

から端までを計った全長が30.14mなの 

に対して、胴体長は15.87mで、ほぼ2倍 

の開きがあることになる。 

全長が機体の占有する大きさを示す 

ものとすれば、ローターが回転している 

状態で計るのも合理的だが、一方機体 

の規模や搭載能力などの目安になるの 

はもっぱら胴体の長さの方だ。そこでへ 
リコプターの場合には全長とは別に、胴 

体長(fuselage length)を併記すること 

もある。 

ちなみにCH-46のローターは3ブレイ 

ドで、前後が同期 

して回転している 

ので、前方ロー 
ターのブレイドが 

一番前まで出たと 

きには後方口一 

ターのブレイドは 

後ろに突き出ては 

いないし、逆に後 
方口 ーターのブレ 

イドが後に回った 

ときには前方口一 
ターのブレイドは 

V-22では□ーターを折りたたんだ後、主翼が90度回転 
し、胴体に重なるように格納できる 
(Photo：Bell Helicopter) 

..if；- -v 

るだろう。 

V-22オスプレイのような変わった形態 

の機体となると、全幅、全長や全高の定 

義はさらにむつかしくなる。 

ご存じのようにV-22は、両翼端にある 
口ーターをエンジンごと回転させて、上 

向きの時にはヘリコプターのように、水 

平向きの時にはプロペラ機のように飛行 

する垂直離着陸機(VT0L)だ。 

ジェーン年鑑のV-22の項を見ると、まず 
口—夕—の直径と幅(ブレイド.コ—ド)の次 

に、エンジン•ナセルを除く翼幅と、ナセル 

を含めた翼幅とが挙げられている。さらに 

翼幅(wing span)とは別に、幅(width)と 

して口ーター回転中の値と口ーターを折り 

畳んだ時の値が載っている。 

全長に関しては、V-22の口ーターの回 

転面は機首先端よりも前に出てはいな 

いので、胴体長がそのまま全長になって 

いる。 

全高はまた三つの数値があって、 

垂直尾翼上まで 5.38m 

主翼格納•口ーター 

折り曼み状態 
5.51m 

ナセル垂直 6.37m 

となっている 

一番下がった位置にある。 

つまりローターをどのような位置に回 

してみても、機体の前端と後端の間が 

30.14mになることはない。30.14mと言 

うのは、あくまでもローターの回転面の端 

と端の距離のことなのだ。 

飛行機では一番高いところと言えばた 

いていは垂直尾翼の先端だが、ヘリコプ 

ターでは尾翼（垂直安定板）よりも口一 

ターの中心になるローター•ヘッドの方 

が高くなることが多い。この場合はもちろ 

んローター•ヘッドまでが全高になる。 

AH-64D ロングボウ•アパッチのように、 
口ーター•マストの上にレーターが載って 

いるならば、当然このレーダーの頂点ま 

でが全高である。 

ジェーン年鑑の世界の航空機年鑑の 

AH-64の解説を見ると、全高のデータで 

は五つの異なる数値が挙げられている。 

垂直尾翼上まで 3.55m 

テイル•ローター上まで 4.30m 

口ーター.ヘッド頂部まで 3.84m 

エア•データ•センサー頂部まで 4.66m 

ロングボウ•レーダー頂部まで 4.95m 

—口に全高と言っても、測り方次第で 

ずし、ぶんと違った数値になることが分か 

:;_:a藤: 

へ 
SSi. 

疆麥を:::晃J 

水平飛行を行なうV-22。水平飛行の強襲| 

ベリだけに 
—*^^ *-«* 力、 

重要だ！ 

タンデムローター（ローターが2枚あるもの）の全長は，前後の 
ローターの回転面の端と端の距離を指す。 

)ヘリコプターの全高も地面から、機体の一番高いところまでであ 
る0 

A このn—ナ—は 
7へージから始まります！ 

84 
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垂直尾翼より高い 
□—トドームを持つ 
ているE-SC。全高 
は地上から□—卜 
ドームの上部まで 
(Photo：Jwings) 

は縮みタイヤはへこんで高さが減ってく 

る。飛行機のデータはメートルの小数点 
以下二桁、つまりセンチメートルまで表す 

ことが多いので、重さの違いは確実に全 

高の数値に反映される。 

だから厳密には全高を示す際には機体 

重量を併記しなければならないことにな 
るが、実際にはふつうのデータ表ではそこ 

まではいちし、ち書き込んではいなしv飛行 

機の代表的な重量と言えば自重あるいは 

最大離陸重量になるので、このどちらかの 

場合をふつうは全高として示している。 

自重や離陸重量については後の回で 

くわしく説明するが、自重とは飛行機の 

空荷の状態、最大離陸重量とは燃料や 

貨物を一杯に積み込んだ状態と思って 

も良い。 

全高でもうひとつやっかいなのは尾輪 

式の機体で、地上姿勢（三点姿勢）で計 

る場合と、空中姿勢(水平姿勢)で計る場 

合とがある。だから厳密には尾輪式の機 

体の全高にはどちらで計っているのか注 

記が必要だが、たいていの場合は地上 

現在では見かけるこ 
とは少なくなつたが、 
昔はその大部分を占 
めた尾輪式。この種 
類の場合、機体でもつ 
とも高いところはプロ 
ペラの先端になる 
(Photo:USAF) 

姿勢(頭が上がっている状態）で計った 

数値を示しているようだ。尾輪式の機体 

の全高で特に注記がなければ三点姿勢 

のものと見ても良いだろう。 

全高は地表面から機体の一番高い部 

分までの距離で、普通は垂直尾翼の上 

の端までになる。しかし例えばE-2やE-3 

のように機体の上に大きなレドームが 

載っているのならば、そのレドームの一 

番上の端までが全高になる。 

尾翼の上にはアンテナやライトが付い 

ていることがあるが、これらはよほど大き 

なものでない限り数値に含めないこと 

は、全幅や全長の場合と同じである。 

—般にプロペラ回転面の高さを全高とし 

て示している。 

全幅や全長が、機体のクラスや時には 

性格まで表す数値として注目されるのに 

対して、全高はあまり機体の評価にはつ 

;ながらない。飛行機の大きさを比べると 

iきにでも、まず全高同士を比較すること 

|はない。全幅、翼面積、全長と言った数値 

!を比べるだけですんでしまう。 

むしろ全高が問題になるのは機体を 

地上で取り扱う場合で、格納庫の天井や 

入り口よりも全長が高ければ機体を納め 

ることが出来ない。そんなこともあって 

か、全高は地上姿勢で示されることが多 

尾輪式の機体はまずほとんどがプロ いようだ。 

ペラ機だが、プロペラ機の場合には垂直 全高は記号ではふつうhで示される。 

尾翼の上端よりも、プロペラの回転面の 

方が高くなることがある。その場合には 

①機体の全高は機体の重量によって変わり 
(乗用車も重さによって高さが変わることを 
イメージしよ*，地表面から機体の一番高い 
部分までの距離のことを指す。 

プターの全長と全高 
ヘリコプターの 

觸□、よ 

どうなる？ ヘリには 
口^—夕一ある 

ヘリコプターの全長と全高の定義は 

ちよつとやつかいだ。 

ヘリコプターの全長は胴体の長さと考 

えてしまいがちだが、実際には頭上で 

回っている口ーターが胴体の先端より 

ヘリコプターの全長、胴体長、全高 

ずっと前まで突き出している。そこでヘリ 
コプターの場合には、口ーター（回転翼） 

を回転させた状態で全長を計測すること 

になっている。もちろん実際にローター 

をぶんぶん回していては危険で近づくこ 

とも出来ないから、図面 

の上での話だ。 

CH-47のようなタン 

デム•口ーターのへリコ 

プターだと、前後の口一 
ターの回転面が胴体よ 

りも大きくはみ出してい 

る。この場合は前のロー 

メイン□—ターの上部に□ングボウレーダーが装備され 
ているAH-64Dアパッチの全高は、地上からロングボ 
ウレーダーの上部までとなる 
(Photo:巳oeing) 



体では、尾翼の方が胴体より後に突き出 

ていることがあるからだ。その場合には 

胴体の先端から尾翼の後の端までが全 

長になる。 

胴体後端と尾翼後端との距離がかな 

り大きし、場合には、参考のために腦体最 

先端から最後端までの長さを胴体長 

(fuselage length)として別に示すことも 

ある。尾翼がない無尾翼機で、主翼の端 

の方が胴体よりも後に突き出ている場合 

などでも、胴体長が別に示されたりする。 

ところで飛行機の機首から細長い棒 

が突き出ていることがある。MiG-21の機 

首の棒がやけに目立つが、良く見ればF- 

14やF-4の機首からも短い棒が突き出し 

ている。 

このような棒をピトー管(pitot tube)と 

呼ぶ人もいるが、最近ではエア•データ- 

プローブ(air data pro be)などと呼ぶこと 

が多い。 

プローブは辞書には「探り針」などと出 

ているが、飛行機の場合は機体から突き 

出した細い部分を一般にプローブと呼ん 

でいる。空中給油を受けるための突起も 

プローブである。 

エア•データ•プローブの基本的な役 

目は、気流の速さ 

や向き、圧力など 

を計って、飛行状 

態を正確に知るこ 

とにある。プローブ 

のセンサー部分 

の穴にちょっとゴ 

ミが詰まっていた 

だけで、機体がま 

ともに飛べなくなると言うくらいの重要な 

システムである。 

このようなエア•データ•プローブや空 

中給油プローブは、全長には含めないの 

がふつうである。プロー ブも含めて全長 

とする場合には、「全長（プローブ含む）」 

などと註記することが多い， 

また同様に、機体の最後部からも小さ 

枚”::申た;雙^ 
一..: 一: 

なアンテナや放電索が突き出している 

場合があるが、これらも一般的には全長 

には含めない。全幅の場合と同じく、全長 

も基本的には機体の構造部分の大きさ 

を示す数値である。 

金長は全幅と 
I本概念は 
い〇しょだよ 

タンデム□_ターの全 
長は、前後の□—ター 
も含むため、胴体長よ 
り長いものになる 
(Photo: Jwings) 

① 全長は機体を水平面に投影した場合の長さ、すなわち平面図上の 
さを言う。 

② 全長とは機体の最前部から最後部までを指す。ただこの場合、最1 
部は機首になることが多いものの、最後部は胴体後端とは限らず3 
退翼のついている尾翼端ということもある。 
③ また、ピトー管など機首の先に出ているものは全長に「含めない』 
④ 全長も基本的に機体の構造部分を示すものである。 

. 

次は 
機体の 

r高さ」だ! 

変動する全高 

機体重量によって 
沈み込みの度合いが変化する 

全幅、全長の次の項目は全高(height 

overall)だが、全高は先の二つとは 

置かれた機体の高さのことなのだ。つま 

り全幅や全長を見るときの機体は脚を出 

乗っても車体が沈んでいる気はしないか 

もしれないが、三人四人と乗り込んで卜 

ちょっと違った概念になる。 

全幅や全長は、機体を空中に浮かべた 

状態で計ったものと考えることが出来 

る。空中と言っても飛んでいる状態のこ 

とではなく、機体を水平に置いたと仮定 

して、水平面に投影された左右方向と前 

後方向の長さがそれぞれ全幅、全長と見 

て良い。 

ところが全高は空中ではなく、地上に 

してはいないが、全高の場合には必ず脚 

を出して地面に付けた状態で計っている 

と言うことだ。 

もっと大きな違いは、地上の機体には 

重力が働いているので、重さの違いが微 

妙に全高の数値に影響を与えて来るこ 

とだ。 

車の例を取れば分かりやすいかもし 

れないが、乗用車にドライバーー人が 

ランクにも重い荷物を積み込めば、空荷 
の車よりも背が低くなっているのが目で 

見ても分かるようになる。 

重くなるとサスペンションが圧縮され 

て縮むからで、車の高さは搭載重量に 

よって変わってくるのだ。 

飛行機の場合も同じで、自動車のよう 

に一目見て沈み込んでいるようなことは 

ないが、貨物や燃料を積むにつれて脚柱 

プロべラ回転面まで 

地上姿勢での全高 水平姿勢での全高 

I尾翼上端まで 
垂直尾翼上端まで 
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ぜんちよう 

余縱う貫 
くどいようだが、 
翼は飛行機の基本だから、翼につし、ては 
し、くらでも説明することはある。 
しかししつまでも翼の話をしてし〜ても 
データ表の読み方が終わらないから、 
ここらで次の項目に移ろう。 
としうことで、今回は全幅の次にくる 
『全長（ぜんちょう）』だ。 

87 

全辰 

さて 
今月ちいって 
みよう！ どこからどこまでが 

全長か？ 
航空機のデータ表で全幅の次に来る 

のは、言うまでもなく全長（length 

overall)だ。全長を表す記号はLあるいは 

Iだが、小文字のIくエル〉は1<アイ〉や 

1くアラビア数字の1 > と紛らわしいから 

か、筆記体の£<筆記体エル > を使うこと 

もある。loaと略すこともある。 

全幅の場合と同じく、全長も機体を水 

平面に投影した場合の長さ、言い替える 

と平面図上の長さを言う。単純なようだ 

が、これがけっこう厄介だ。 

機体を水平面に投影した長さという 

と、つい地上に置いた場合の長さと考え 

てしまいがちだが、この二つの長さは必 

ずしも一致しない。地上に置いたときに、 

機体が前のめりになっていたり、後に傾 

いていたりすることがあるからだ。 

地上に静止させたときに機体の参照線 

(中心線)が前下がりになる機体はそう多 

くはないが、例えばエアバスのA330/340 

などはわずかに頭を下げた姿勢になる。 

ボンバルディア（カナディア)CRJ700な 

ども地上では頭を下げている。 

旅客機やビジネス機が頭を下げてい 

るのは、やはりお客に乗ってもらうという 

謙虚な姿勢だろうか。 

それは冗談としても、地上姿勢が前上 

がりになる機体はなぜか軍用機に多く 

て、AV-8BハリアーII攻撃機などは、地 

上では目に見えて機首が上がっている。 

戦闘機の古いところではミコヤンMiG- 

23 や スホーイ Su-24 が、 新しい 世代でも 

タッソー*ラファールがわずかに頭を上 

げている。 

もっと古く第二次大戦ころまでのプロ 

ペラ機では、ほとんどが地上ではお尻を 

地面に付けて頭を高くもたげた尾輪式 

だ。大戦当時の戦闘機で前に車輪のある 

首輪式(三車輪式とも言う）は、ベルP-39 

エアラコブラなど少数派に留まってい 

る。いまでも軽飛行機などプロペラ機に 

は尾輪式が見られる。 

このように地上姿勢が水平から大きく 

傾いていると、地面に投影した長さが平 

面図上で計る長さとは大きく違ってしまう 

ことになる。そのような場合でも全長は 

基本的に平面図上の長さを言い、もし地 

上姿勢での長さを示すときには、（三点 

姿勢）などと註記するのがふつうだ。 
機体の最前部というとまずたいていは 

胴体の先端だが、最後部は必ずしも胴体 

の後端ではない。尾翼が後退している機 

機首にピトー管を搭載しているF-16。この場合でも全長はピトー管を「含めず」である 
(Photo： Lockheed Martin) 

其の六 

浜 
田 

載 

連 

戦闘機年鑑や航空機カタログなどの 
テ—夕•ブックに掲載されている、 

諸元やスペックといつた、いわゆる「デ—夕」を見て 
「これは何の意味？」「この数字は何を表すのだ？」と 

思つたことはないだろぅか。キミの疑問を、 
この連載のレクチャ—が解決してくれるぞ！ 

航空機の 
夕と図版を翰6っ 

文M浜田I穂イラスト=田村紀雄 
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Air 5hap 航空フアン専門シヨ7目27日■ 

德二ぽ❶PX(腿 
営業日は 

の3日間のみ 

www.century.co.jp/topgun/ 
44AS¥b くは HP ベPク12ス！ 444 

「T0PGUN」オープンに際し、ご挨拶申し上げます。 
子供の頃に、パイロットに憧れ、大空を自由に飛んでみたい、その憧れる氘持ちを持ち続けている、航空ファンに喜んで屯ら 
えるお店にすべく今回、秋葉原にオープンの運びとなりました。 

本物に触れ、自分だけの想像の世界に浸れる航空フアンに、ぜひとも足を運んで頂きたい•••。 
「アナログ」がかtし出す、あの古き良吉暖力、古を、私が‘世界中から集めた品物にて、咮わって頂けましたら幸いです。 
「計器」一つから、その時代背景、飛行機の姿、大空の広古、青古、辛かった時代に电X空への情熱を失わず、ひたすら空へ 
飛んで行ったパイロット達、大空にロマンを感じる、日本の航空ファンにぜひと电足を運んで頂きたい•_• 〇 
私力/この目で見て、確かめた物だけを提供したいと思っております。 

「TOPGUNj オーナー 

([オープン初日^^^31は、購入していただいた方、先着20名樺に景品をご用意しております。】 
ボーインク727機長席 

各画エアラインキpビングッズ 

， お庭に1機どうですか？ 、 

機体丸ごと3$売U致します! 
バイ□ットウインヴパツジ 

I応思条件】飛行機及びパイ□ットに間するアドバイス全般をお齡いいたします& 

現役バイ□ツトの方、自衛官の方，元自衛官の方.结備士の方.詳しい知識を 

お持ちの方.トッブガンの軎任アドパイザーになつてみま乜んか？※秘密皰守《 

【待遇■給与】mmm【肋栳時間】月2回程度[觔栳場所]钬葉原【交通两】支給 

【迈薛菜件】年令/性別/g玆間いませんわ、飛行機にやた6詳しい方を轉渠いた 

します。応e時に.自分がどれだけ飛行楗に詳しいか.マニア歷を目懼して下さい[ 

【待遇]アルバイト【給与】応相談【動枝Bき間} U時から19時（金•土日） 

[勘楛場所】秋葉原【交通锊】支給 ► SIUはHPをごK下さい，WWW 

m 



自衛隊 
空自、新初等練習機 

初飛行に成功 
航空自衛隊の初等練習機T-3の後 

継機となる新初等練習機T-3改がこ 
のたび完成し、7月9日には初飛行に 

も成功した。 
初飛行に成功したのは*-3改の一 

号機(26^5 9 〇10富士重工の航空 
宇宙カンパニー宇都宮製作所(栃木県 

宇都宮市)で飛行前の最終確認を行 
なった後、陸上自衛隊宇都宮飛行場に 

おいて、午前10時8分離陸し、栃木県 
内上空で全般確認を行い、48分間の飛 

行を行なった後、10時56分に着陸し 
た。初飛行を務めたのは同社品質保証 

部の菅野和廣•大金勲の両パィロット。 
今後、社内で各種の試験が行われた 

後' 今年9月には航空自衛隊に2機の 
I-3改が納入される予定r- 

※機体については今月号の6〜7ベ— 

ジをご覧ください。 

SH-QK、海自に引渡し 
三菱重工業は6月24日、愛知県豊山 

町の名古屋航空宇宙システム製作所 
で、哨戒へリコプタ丄艦載型)SH—60 

Kの試作機を海上自衛隊へ引き渡し 
た。 

SI>60Kは現在のSH-60Jを改造 
し、不審船に対する警戒や監視の能力 

を向上させた。搭乗員含めて最大12人 
を輸送できる。 

三菱重工業は1992年から試作に 
取り組んでおり、海上自衛隊は厚木基 

地で2004年までSH-60Kの技術、 
実務実験を続ける。 

※詳しくは8〜9ぺージをご覧くださ 
〇 

陸自0H-6Dの 
墜落事故で調査結果発表 

今年3月、大分県玖珠、九重町境界 
の万年山付近で、陸上自衛隊第8飛行 

隊の〇H-6Dが訓練中、2機が接触し 
て墜落し乗員4人が死亡した事故で、 

陸上幕僚監部の事故調査委員会は7 
月5日-■事故原因は特定できなかつ 

た」とする調査結果を発表した。しか 

し事故調は、「操縦士の視野を制限す 
るNVG (夜間暗視装置}が影響した 

操縦ミスの可能性もある」ともコメン 
卜している。 

八ワV沖で 
リムパック02が始まる 

米海軍が主催する、ハワイ沖を舞台 
に日本、米国など8ヶ国が参加して行 

わる環太平洋合同演習(リムパック2 
002)が6月24日(現地時間)に始 

まつた。7月22日までの間、ミサイルの 

実射訓練や、ハワイ諸島をある国に見 
立て、テロ攻撃、紛争が発生したと想 

定、日米共同部隊や多国籍軍を構成し 
て、対処する訓練なども行なわれる。 

今回は日米ともにインド洋にテロ 
対策の艦隊を派遣していることもあ 

り、全体の参加規模(艦艇約30隻、人員 
約1万100 0人)は前回から大幅に 

減少した。 
※詳しくは今月号4S5ベ—ジをご覧 

ください。 

インド洋に向けて 
護衛艦2隻が出航 

テロ対策特別措置法に基づく対米 
支援でィンド洋に派遣されている艦 

艇と交代する護衛艦2隻が7月1日 

午前、呉港と佐世保港から出航した。 
今回派遣されたのは護衛艦「いなづ 

ま」「あさかぜ」で、隊員は計約4 40 

人" 2隻は九州南方海域で合流し、7 
月中旬にィンド洋に到着する予定。 

2集は現地で護衛艦「はるな」、補給 
艦「ときわ」と交代し、補給艦「はまな」 

の護衛任務に就く。「はるな」と「とき 
わ」は8月上旬に日本に埽港する予 

定。 

搬送中に治療が可能な 
「機動衛生チ—ム」編成へ 

防衛庁は7月6日、有事や大災害発 

生時に重傷患者などをヘリなどで輸 
送中に治療できるよぅな機動衛生 

チ—ムを2004年度に新たに編成す 

る方針を決めた。 
機動衛生チームは、医官、看護師、救 

急救命士の3人をーチ—ムとして編 

成し、大災害や有事が発生した際に、 
24時間体制で大型ヘリや輸送機によ 

り現地入りする。現場での治療や患者 

を都市部の病院などに搬送中に機内 
で簡単な治療を行ったり、搬送先の病 

院に詳細な病状を連絡するといった、 
きめの細かい救急が行なえる。 

「機動衛生チ—ムJは青森県三沢市、 
岐阜県各務原市、沖縄県那覇市の各自 

衛隊病院と、入間、春日両基地内の計 
5ヶ所に2チームずつ配置される予 

定。 ■発射Tow5サVルが 
一時行方不明 

大分県の日出生台演習場で6月14 

日午後1時50'分頃、陸上自衛隊の第3 

対戦車へリコプター隊に所属するA 

H,Isから発射された弾頭に火薬の 

入っていない訓練用の対戦車誘導ミサ 

ィル"Towミサィル"1発が行方不明 
になつた。陸自が捜索したところ、翌日 

の午前6時前、標的から約2キロ離れ 

た山の斜面で見つかった。 
陸自西部方面総監部によると、To 

Wミサィルは1_ 2キロ離れた標的に 
向かって800メ —トル飛んだ後、誘導 

不能になり、標的を通り越して着弾し 
たとのこと。誘導不能になった原因を 

調べている◦発見場所は発射地点から 
は約3_5キロ離れていた。 - 新アスロック試作を 

三菱重工と契約 
防衛庁契約本部(契本)は技術研究 

本部(技本)からの要求に基づき、「新 
アスロックの試作(その3)」を平成13 

年度末に三菱重工業と契約した。契約 
金額は88億4155万円で、納期は16 

年3月31日となる。 

新アスロックは潜水艦を遠距離で先 
手を打つて攻撃することを目標として 

いる兵器で、護衛艦に装備し、垂直発 
射装置vLSMk.41から発射する。 

なお、試作(その一)と(その2はと 
もに三菱重工に発注している。(その 

1)はすでに13.年度に受領済みで、(そ 
の2)も14年度の納入を予定してい 

る0 

川重、US-1A改用 
BLC装置を納入 

6月6日、川崎重工業はUS] A改 
用BLC装置(boundary layer sntroT- 

圧縮空気を発生させ境界層を制御す 
る装置)を防衛庁に納入したと発表し 

た。 
同装置は同社がUS-1A改用に開 

発したもので、夕—ホシャフトエンジ 

ンにより圧縮機を稼動させる構造に 
なっている。圧縮機にベべルギアを組み 

込むことにより、コンパクトな設計を 
実現した。駆動源のエンジンにはF A 

DEC(自動化デジタル式エンジン制 
御システム)方式のCTS800夕I 

ボシャフトエンジンを採用している。 

BLC装置は' 圧縮機から発生させ 

た圧縮空気を主翼と尾翼の上面にふ 
き出し、低速時に発生する翼面空気流 

の剥離を防いで機体揚力を高める効 
果をもたらすもの。この装置により、 

悪天候下での救難任務の遂行が容易 

になる。 

_ 

F-2用シミユレ—夕 
築城に配備予定 

契本は「F12用フライトシミユレー 

夕(築城その一)」を平成？：年度に調達 
することを計画している。 

このシミユレータは、現在F11を装 
備している築城の第8航空団第6飛 

行隊がF-2に装備改編する際に備え 

るもので、平成16年度末の完成を予定 
している◦空自はすでに松島基地(第 

4航空団)と三沢基地(第3航空団)で 
F12用シミュレ—夕建設を進めてお 

り、築城基地のシミュレ—夕は3基目 
となる。 

今回計画されている築城のシミュ 
レータと同じ構造である松島基地の 

シミユレ—夕は' 実機と同じパイロット 
ビ—クルインタ—フェイス' 6自由度 

89 



空自8空団航空無大事故30万時間達成 

空団(築城基地)が6 

月3日、航空無大事 
故30万時間を達成 
したDこの記録は昭 
和51(1976)年3月 
以来、約26年にわた 
る記録で、戦闘航空 
団としては世界に類 
がないと思われる。 
記録は第6飛行隊 

長•横山2佐と第304 

飛行隊長•萝田2佐 
の飛行により達成さ 
れ、飛行後、第8航空 
団司令•森下空将補 
に対して記録達成 
の旨が報告された。 

跨n_.丄 •；上」—备…。一 
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航空無大事故30万時間を記念し、8空団所属機と「30万」の人文字の記念撮影（写真提供:築城基地司令部、記事協力/投稿：築城撮影同好会） 
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ドイツ艦艇親善訪問 
6月28日〜7月4日の間、ドイツ海軍のフリゲー 

卜「メクレンブルグ•フォアポンメルン」「ラインラ 
ント•プファルツ」の2隻が親善のため東京•晴海 
に来日した。両艦とも艦載ヘリ•ウェストランドリ 
ンクスを搭載している。ドイツ海軍艦艇の訪日は 
5年ぶり6回目となる。 
海上自衛隊はホストシップとして護衛艦「さわ 

ゆき」を派遣し、各種支援、交歓行事を行った。 
また、両艦は東京湾を出港してから「さわゆき」 

「さみだれ」と4空群のP-3C1機とともに関東南方 
で親善訓練を実施した。 

晴海埠頭に係留中のドイツ海軍のフリゲート2隻。左が 
「メクレンブルグ•フォアポンメルン（F218)」、右が「ライ 
ンラント•プファルツ（F209)J(写真:T.A.M) 

130HX3機。訓練の内容は携帯S 

AMを用いた防空戦闘訓練やc 113 

OHによる戦術空輸訓練(低高度航 
法、物量投下、不整地着陸)などになる 

予定。 IF-J2の近代化、 
1号機の機体改修着手 

契本は、平成〇年度末までに「F 

の近代化試改修(その5)」を三菱重工 
業と契約した。契約金額は71億847 

3万円で、納期は16年1月30日となつ 

ている。 
「ド-15の近代化試改修(その5」は 

試改修機1号機目の機体改修を対象 
とするもので、「同(その4)」までで細 

部設計などが終了している。 
空自はF-15Jの近代化改修事業を 

平成9年度から開始しており、今回の 

1号機の改修が終了すれば平成15年 
度末までには飛行試験を行うことと 

なる。近代化改修はレ—ダーとセント 

ラルコンピュータの換装を中心とした 
もので'レーダ—はAPG-63から発展 

載母機はF-2となる見込みで、平成 

g年度以降に所内試験が行われる予 
定。 — EH-lol搭載エンジン、 

候補2社 
海上自衛隊の^:£^-><(新掃海.輸 

送へリコプタI)は近くEHlolに 
決定すると見られているが、EH-lo 

1に搭載するエンジン選定についても 
欧米2社から候補が挙がっている。こ 

れは、111111—101が6111航空機エンジ 
ンのCT 716あるいはT 7 00iT6 

A、または口 —ルスロィス/夕1ボメカ 
のRTM322のどちらかを搭載する 

かを選択できるためである。 
CT7-6およびT 70 0+6AH 

ンジンは3自衛隊が使用しているHI 

60シリ—ズの搭載エンジン* T70o — 

4?cと同系統のため高い信頼性、 
整備基盤、補給基盤との共通性が存在 

するという利点がある。一方、RTMH 

ンジンは1980年に開発されたた 
め、我が国での実績はないが、出力はT 

700シリ|ズより多いという利点が 
ある。 

海自、十勝沖で掃海訓練 
7月7日から12日にかけ、海上自衛 

隊は十勝沖で掃海訓練を実施すると 
発表した。十勝沖での掃海訓練は今年 

で9回目。掃海艇3隻(やえやま、つし 

ま、はちじよう' いずれも10 00卜 
ン)が参加する。設定された訓練海面 

で訓練機雷を敷設し' 掃海艦艇により 
掃海訓練が実施される。 I空自、 

n—プサンダ—に参加 
航空自衛隊は7月15日から26日ま 

で'米国アラスカ州ィ—ルソン空軍基 
地とエルメンドルフ空軍基地の周辺空 

域でおこなわれる米空軍の演習「コ| 

プサンダー」に参加し、国内で実施の 
難しい防空戦闘訓練などを行う。空自 

の同演習への参加は6回目。米空軍、空 

自以外の参加国は英、仏、スペィン、シ 

ンガボ—ルの各空軍となっている。 
参加するのは' 総隊隸下の基地防空 

部隊などから人員約30名と携帯s A 

M用追随訓練機材などと、支援集団隸 
下の輸送機部隊から人員約70名とC— 

運動計算、フラィトコントロールシス 
テムによる飛行特性•飛行性能、ミッ 

シヨン•コンピユ—夕を中心とするアビ 
オニクスなどからF-2の忠実な模擬 

訓練を可能としている。 

海自舞鶴で 
飛行場管制業務開始 

昨年新設された、京都府の舞鶴飛行 
場の第21航空群舞鶴航空基地隊がA 

SR {飛行場監視レーダ— )による飛行 

場支援管制業務を開始した。 
舞鶴飛行場は周りを山に囲まれ、飛 

行場付近は有視界飛行のみで、航空管 

制は飛行場の管制のみとなっていた 
が、このたび飛行場西側の山にASR 

を設置したため、飛行支援管制業務が 
可能となった。これにより' 飛行場のみ 

ならず飛行場周辺を航行する航空機 

にも進路の助言' 位置情報の提供など 
ができるよぅになつた。 

I米英艦に半年で 
02回洋上給油 
6月6日、海上自衛隊は昨年12月2 

日に開始したィンド洋における協力 
支援活動の実績を発表した。 

発表によると昨年12月2日から6 

月3日までの約半年間に燃料補給82 

回(約13万8000敁)' 輸送1回を 

行った。補給回数の内訳は「はまな」が 
21回Tとわだ」が31回Tときわ」が30 

回で、燃料補給を受けたのは米艦が79 
回、英艦が3回だった。輪送は米艦に対 

して予備品、日用品、郵便物など一卜 

ンだつた。 

海自鹿屋史料館入場者 
Qn万人突破 

5月y日、海上自衛隊鹿屋航空基地 

史料館の入館者が80万人を突破した。 
同館の開館は平成5 (1993)年7月 

25日。年間平均で約10万人が来館して 
いる。 

同史料館は海軍の文物や海自の史 
料などを約4200点保存し約100 0 

〇点を展示している。 

ーサミットで政専機運行 
防衛庁運用局は、小泉首相がカナナ 

スキス•サミット出席のためカナダを 

訪問するにあたり、政府専用機による 
空輸を6月26日から29日まで実施し 

た。運航行程は東京(羽田)〜カルガ 
リ—であった。 ■新型普通爆弾の研究試作 

(その3)を契約 
契本は平成Q年度までに三菱電機 

と「新型普通爆弾の研究試作(その 
3)」を三菱電機と契約した。契約金額 

は5億5937万5000円で、納期 
は16年3月31日となる。この新型普通 

爆弾は、投下母機の安全性確保のため 
対空火器の射程外からの投弾が可能 

なもので、主として対艦攻撃に用いら 
れる。現有XGCS-1の後継爆弾とし 

て位置付けられ、弾頭部に赤外線シー 
力—を装備し、1000ポンド級のサ 

ィズとなっている。赤外線シ—力—を 
装備したことにより探知能力、識別能 

力が向上しているのが大きな特徴。搭 



米海軍厚木基地の基地司令官交代式 

(Photo；AKihiko Amano) 

6月27日、アメリカ海軍厚木 

基地内の西側格納庫で基地司 

令官の交代式が行なわれた。 

新任のドナルド*エイケン大佐 

(写真左)は1995年にVS-21の 

副司令として厚木基地に着任 

し、翌年に同隊の司令になって 
いた。2年半、基地司令を務め 

たマクナマラ大佐（写真右）は 
テネシー州ミリントンにある米 
海軍人事部に転属になる。 

100機目のスーパーホーネット 
6月14日、アメリカ海軍に100機目のF/A-18Fが納入され、ボーイング社セントルイスエ場 

で式典が行なわれた。この機体は、VFA_102に配備される。なお、今年末には空母リンカー 

ンに搭載される VFA-115 によるスー パー ホーネット初のデブロイ メント (展開） が予定されて 
いる（Photo:Boeing) 

Iシュバンダ—レムの 
A-gA 墜落 

6月27日午後3時、フランスのルネ 

ビル南方のポリゴ—ニュ射爆場で米軍 
のAI10Aが墜落、操縦していたロバー 

卜 •ロペス大尉(32) も死亡した。 墜落し 
たのはドイツのシュパンダーレム基地 

の在欧米軍第81戦闘飛行隊に所属す 
るA-10A。同機は墜落時、戦術リ— 

ダーシップ訓練を実施しており、弾薬 
を搭載していなかつた。 

ーグアムが原潜の母港に 
米海軍は、今年後半からグアムを原 

潜の母港とする計画を持つている。計 
画によると3隻の原子力潜水艦が母 

港とする予定で、まず始めに「シ 
テイ！オブ_コ|パス•クリステイ」(S 

SN-705)が今年10月、「サンフラン 

シスn」(SSN-7 ii 1 )が今年11月、 
さらに2004年2月にはもう1集 

(鑑名は未公表)が加わり、3隻がグア 

r_ 
: 

型のレィセオン製APGI63V)！に換 
装され、セントラルコンビユ—夕はロッ 

キードマIチン製のものに換装され 

る。この換装にしたがって機体の電気 

系統と冷却装置を改修し、加えて国産 
開発の空対空ミサィルを搭載、運用す 

るためソフトウェアを空自独自のもの 
に更新する。 

高高度無人機用 
アビオニクス 

SJACに委託か 
契本は情報本部が要求している「高 

高度無人機用センサーシステム及び 
情報伝送システムなどに関する調查 

研究」について7月24日に入札を行ぅ 
予定であるが' 6月14日に行われた入 

札説明会の結果によれば、同調査研究 
は日本航空宇宙工業会{sj Ac)が受 

託すると見られる。 
情報本部は高高度滞空型無人機の 

研究を進めているが、今回外部に委託 
する調査研究の内容は搭載センサ— 

システム、情報伝達システムを中心と 
したアビオニクスと、高高度無人機の 

管制システム、運用に関しての法的な 
問題点と解決策なども含まれている 

とされる。 
SJACは平成O年度に情報本部か 

ら高高度滞空型無人機システムの研 
究を受託し、機体とエンジンに関する 

研究を三菱重工、富士重工、川崎重工、 
石川島播磨重工を加えた体制で実施 

してきた。今回の調査研究はアビオニ 
クスに要点がおかれているため、新た 

に三菱電機、日本電気、東芝、富士通、 
日立などの逋電メーカIを加えた研 

究体制をとると見られる。なお、機体 
に搭載しての試験は平成18年を予定 

している。 

〇航空観閲式はn月Q日 
防衛庁は7月4日、平成14年度自衛 

隊記念日中央諸行事の日程を発表し 
た。3自衛隊持ち回りの中央観閲式は 

今年は空自担当となっており、航空観 
閲式が10月20日、百里基地で行われ 

る。航空観閲式はこれで3回目。規模 
は前回(参加隊員8000人、航空機 

150機)と同程度の見込みだが、一 

般には開放されない。 

」北方機動演習始まる 
陸上自衛隊第2旅団(相馬原)と第1 

空挺団(習志野)による平成14年度北方 
機動特別演習が7月初旬から開始され 

た。これは関東上越地区から北海道矢臼 
別演習場まで移動する演習である。 

へリコプタ—部隊は7月9日までに 

相馬原、立川' 北宇都宮、木更津の各飛 
行場からヘリ計37機が隊員•物資を搭 

載し北海道に出発した。また、10日に 
は空挺団隊員290人が入間、下総両 

基地から空自の0-*1、0|1304計 

10機に搭乗し、10日午後には矢臼別演 
習場に降下した。高田駐屯地の第2普 

通科連隊第2中隊を基幹とする部隊 
は3日、海自の輪送艦「おおすみ」に乗 

艦して直江津港を出港、北海道，浜大 
樹揚陸演習場でLCACによる上陸を 

行った。他の部隊もそれぞれ民間フエ 

リI、民航機、鉄道、車両などによって 
矢臼別入りした。 

参加人員は約3000人で、矢臼別 

に集結完了後、26日まで各種演習を行 
ぅ予定。 

B内航S•産業 
小型機墜落、3名死亡 

6月3日'伊豆諸島の新島を離陸 

し、山梨県にある双葉場外離着陸場に 
向かつていたソカタTB-21が山梨、静 

岡県境に近い山梨県南部町の白水山 
(812 メ —トル)西側中腹の山中に墜 

落' 乗員3名が死亡した。 

国土交通省航空局によると、小型機 
は23日午前中に山梨県双葉町の日本 

航空学園•双葉場外離着陸場から新島 
に着き、同午後2時53分、新島空港を 

離陸。静岡県下田市や富士市上空経由 

I 居I 

で同学園に掃る予定だったが、離陸約 
6分後の地上局との交信を最後に連 

絡が途絶えた。その後' 山梨県の最南 
部の南部町付近で低空を飛行する同 

機と思われる航空機が複数の人によ 
り目撃されたため、山梨、静岡両県警 

などが捜索、25日午前8時20分に山梨 

県警のへリコプターが機体の残骸を発 
見した。機体は緩やかな斜面に突っ込 

んであおむけになり、両翼は折れてい 
た。前部は大破して炎上したらしい。 

遣体は前部座席でI一体、後部で一体見 
つかつた。 

— MH-MK の 
エンジン強化へ 

米陸軍特殊作戦部隊はアフガニスタ 
ンでの運用経験から、シコルスキーに 

対してMH-60Kブラックホ—クのエン 
シンオフシヨンを調査するよぅ求め 

ている。これは同へリコプタ—の高高 
度における運周効率を向上させるた 

めの提案"シコルスキ—ではすでに候 
補エンジンの選定に入つている。 

口！ルスロィスは赤外線放出量が少 
ないことで生存性が高まるとしてRT 

M322エンジンを提案しているが' こ 
のエンジンはE H1〇1のエンジンと 

しても検討されている" 
|方：；ンェネラルエレクトリックは信 

頼性が向上し、出力も5%アップした 
7/ nw Au I^0 f -17 rtu 1— Dと,？92に搭 

載されているCT78を提案している。 

Qy機目の？-7が引渡し 
ボ—ィングは87機目のC-17グロ — 

ブマスタ—]T戦術大型輸送機をワシン 
トンのマッコ—ド空軍基地に引き渡し 

た。 

米空軍が発達型 
CBU-S5を調達開始 

テキストロン•システムズ社は、発展 
型のCBU-97センサ—信管付きクラ 

スタ—爆弾の米空軍への引渡しを開始 
した。精度、破壊力の上昇と、散布範囲 

の拡大などの性能向上が計られてい 
る。 

米空軍は現在の基本型と同じく、約 
2300組の同発展型ユー1ットを手に 

入れる予定で、ロッキ—ド•マーチン社 

の慣性誘導クラスター爆弾と組み合 
わされる見込み。 

91 



(!)新型無人機、自立飛行に成功 
^/ ボーイングの長時間耐久無人航空機「スキャン 

イーグル」は6月19日、初の自立飛行に成功した。こ 
の航空機は、インサイチユーグループによってボーインク向 
けに開発されたもので、カタパルドから発進し計画されたコー 
スを45分間飛行。高度は1500フィートに達していた。 
また、地上操作員がリアルタイムで無人機にフライトプラ 

ンの変更を伝達することも可能であることも立証された。 
スキャンイーグルのサイズは全長1_2m、全幅3m、最大速 

度は68 ノット。理想的な偵察システムとして1万5000フィート 
の高度で15時間滞空できる能力を持つことが期待されてい 
る〇 

(f )リベットジョイントのエンジンを換装 
写真はサウジアラビアのプリンス•スルタン基地で撮影された、オペ 

レーションサザンウォッチに参加する第763遠征偵察飛行隊に所属する 
R0135リベットジョイント。このたび14機のリベットジョイントはエンジンをT-33 

からF-108(民間名CFM-56:推力1万6000ポンド）に換装した0このエンジンの 
換装により航続時間が延長され(燃費は15%向上)、信頼性も向上した。C-135シ 
リーズでは、すでにKOI35RがエンジンをF-108にしているが、それ以外の機種 
ではまだ換装していない。今回のエンジン換装は2020年から2030年まで、ミッ 
ションに携われるようにする改修の第一段階で、第二段階では電子戦•情報シス 
テム機器のアップデート、第三段階では、アビオニクス機器のアップデートやア 
ナログ機器からデジタル機器への換装が行なわれる予定となっている。 

:ヘ:: 

I海外蓽聞僳—"ZS 
オランダ、ノルウH—、 

トルコが。31^計画に参加 
アメリカ"イギリス、カナダ、デン 

マ—ク、イタリアが参加し、国際的プロ 
ジェクトとなつたFi35-JSF計画だ 

が'新たにオランダとノルウヱ—政府 
が覚書に調印したことにより、6月20 

日付けでアメリカ以外の参加国が6 

力国に増加した。両国とも現時点では 
SDDフェイズ(システムの開発•実証 

段階)に参加するとしている。 
オランダは6月17日に計画参加覚 

書に公式に調印、またノルウェーは6 

月20日に公式調印した。両国は合計で 
9意2600万ドルを拠出する。オラ 

ンダはレべル2パ—トナ—、ノルウH! 

はレベル3パートナ—。ノルウH1は2 

008年ごろに次期戦闘機を選定す 
る予定。ちなみに、イタリアは6月4 

日に調印しており、レべル2パート 
ナ—として参加し"拠出額は9億4 3 

00万ドル。 
そして、7月11日にもトルコがJS 

F計画に參加することがロツキード 
マーチン社から発表された。 I才—ストラ：：>ァち 

ISFに参加を表明 
才—ストラリアはFI35JSF計画 

に参加することを決定し、同時にF\ 

A-18ホIネットおよびF-111ア1 

ドバ—グの機種更新する候補機種選 
定する予算を削減した。 

ロバ—卜•ヒル国防長官はこの決定 

に際してr才—ストラリアは10年間に 
わたるJSFシステム開発およびデモ 

ンストレ—シヨン•フズにレベル3 

に参加するため、1億5000万ドル 
を使ぅことになるDわれわれはこの計 

画に投資するのと同等のコストで他に 
これに匹敵する有効な代替案がある 

とは考えていない」と述べた。才—スト 
ラリアは調達の決定を2006年に以 

降に引き伸ばすが、最終的には201 

2年から2 015年にかけて最大10 

〇機を購入するものと思われる。 
才—ストラリアが次期戦闘機にJSF 

を選定した理由は' F-35は第五世代の 
戦闘機であり、F122を除いては今のと 

ころJSFに匹敵する機種は他にない、 
といぅもので"オーストラリアがJSF 

計画に参加することで少なくとも10社 
の才—ストラリア企業がJSF関連の仕 

事を受注する見込みとなつている。 

I中国が新型 
空対空2サVルを発射 

7月1日のワシントンポスト紙によ 
ると' 6月下旬、中国空軍がロシア製 

の空対空ミサイルA A2の発射実験を 
行なった。実験は2機のスホ—イSU—30 

ムをへースにする予定になつている 

海兵隊用のトツプアウル 
yヘルメツト、タレスが受注 

ベルへリコプタ—テキスト.□ン社は" 
AH jzコブラ攻撃へリとUH-1Y 

多用途ヘリ180機に装備される、照 
準.ディスプレィ表示システムを持つ 

トップアウルへルメットの560個生 
産分をタレス•アビオニクス社に依頼 

した。AHIZとUH-1Yは海兵隊の 
ヘリ近代化のために配備が始まつてい 

るもの。 

から無人の標的機に向かって発射さ 
れ'命中したという。A A12の射程は約 

50キロで有視界外からの発射が可能 
となつている。 

英国の給油機選定に遅れ 
英空軍の将来空中空輸機調達計画 

(FSTA)だが、6月17日、入札者の選 

定において遅れが生じているとの発表 
がなされた。入札者は新造のエアバス 

A3301200を推す「エアタンカー」 
グルIプと、中古のボIイングB 7 6 

713O OERを提案している「タン 
力|&トランスポ—卜.サ—ビス•カン 

パニー」グル—プ。 

次期空中給油機の配備は少なくと 
も2008年初めまでずれこんでし 

まう見込み。当初の計画では、FSTA 

は2002年半ばに選定が行われ、2 
003年に発注、200 7年には実用 

化が開始される予定だった。次期空中 
給油機計画には130億ポンドが費 

やされ' 現在のトライスタ—とVC10 

で構成された給油樺隊を代替する予 
定である。 

一最後のグリペン航空団結成 
スウH—デン空軍は6月14日、サ—ブ 

J A S39グリペンを装備する航空団を 
ロネビ—空軍基地で結成した。この航 

空団はグリペンを装備する航空団とし 
ては4つ目にして最後のものとなる。 

今回新編されたF17航空団は20 

04年からスウェーデン空軍有事即応 

部隊の攻撃部隊となる。 
なお、グリペンの全発注数204機 

のうち121機はすでに引き渡されて 
おり' 8つ計画されているうちの5つの 

グリペン飛行隊が運用中で、3万40 

00回以上の任務を完了している。 

i英卜—ネ—ドに 
自衛ポッド装備 

英国防衛調達局は英空軍の卜— 
ネ|ド00:4攻撃機に、赤外線誘導、ぁ 

るいはレ—ダ—誘導ミサイルから機体 
を防御するポッド型防衛システム 

(M0DAS)を導入すると発表した。 

スト—ムシャド—、 
発射試験成功 

6月4日、MBDA社がスウH—デン 

のヴィドセル射爆場でスト—ムシャ 
ド—(SCALP EG)巡航ミサイルの 

実射試験を行い、成功した。ミラ—ジユ 
2000Dから500フイートの高度 

で発射されたスト—ムシャド—は、2 
50kmの距離をマッハ0,8の速度で飛 

翔し、MBDA社の公式発表によると 
「ピンポイントの精度」で標的に命中 

したといぅ。 
今回、試験が成功に終わったのを受 

けて、近く米国で軍によるスト—ム 
シャドーの性能評価試験が行われる 

予定で、イギリス空軍は2002年末 
から対地攻撃機トーネード0〇:4への 

装備を開始する見込み。また、イギリ 
スのほかにもフランス、ギリシャ、イタ 

リア、u A Eから合計2000発ほど 

が発注されている。 

イタリア、C'Jの契約 
イタリア空軍はフインメカニカ/ア 

レニアとロッキ—ド•マ—チンが共同生 
産する0-27。輸送機の最初の5機を 

生産する契約に調印した。同機は空中 
給油装置、ヘッドアップ•コクピット•ディ 

スプレイなどを装備しており、5年間の 

運用サポートと予備部品を含めた総額 
は一意8600万ドル。最初の機体はピ 

サに展開する第46航空大隊に、2005 

年中頃に引き渡される予定。今回の空 
軍の発注は7機のオプションを含み、全 

部で12機となつている。 

インドがWラージユ 
2000-5を購入か 

インド政府は向こぅ2年以内に編 

成するインド戦略コマンド軍向けに、 
ミラージユ200015戰闘機を購入 

する方針で、すでにダッソー •アビシオ 
ン社と交渉に入っている。軍では2個 

飛行隊36機の調達を求めている。 

韓国空軍、 
飛行訓練課程の改善 

韓国空軍は飛行訓練課程における 
シミユレ—ターの割合を高めるため、 

飛行訓練の改定する計画を持ってい 
る。 

現在の飛行訓練は3段階——初等' 

基本' 高等Iになっており、初等訓 
練は第212飛行隊でセスナT-刎B 

メスカレロを'基本•高等訓練は第23 
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スペインの次期戦園ヘリ候補、ユーロコプターのタイガーc 

選定されれば初めての輪出となる。(Photo:Eurocopter) 

スペインの戦闊ヘリは 
タイガーorアパッチ 

スペインは近く戦闘ヘリを24機購入 
する予定だが、スペインの国防相による 
と、ボーイングAH-64Dアパッチロング 
ボウとユーロコプター^のタイガーで合わ 
せて24機とするか、タイガーのみの構成 
とするか検討中である。どちらの案を採 
用するかは10月までに決定するという。 

24時間本が買えるネット通販 
http://www.ikaros.jp/ 

ぬ 4… Mimm 

全世界750機種のデ_錢賴。 

  

戦闘機、旅客機,ビジネス機 
からマイクaラ仆まて、 
あらゆるジャンルの航空機を網羅 

本誌の特徴 

世界航空嫌カタログ 
200202003 

好評発売中 •A 4判約350ぺ—ジ 

定価4500円(税込) 

ス 
0 

力 

資料性が高く、航空機のあらゆるニーズに対応 
現用機のみならず、最新鋭機、計画機まで幅広く収録 

機体のイメージが瞬時にわかる、写真、三面図付き 
現用機のみならず、最新鋭機、計画機まで幅広く収録 

3飛行隊のI—37CやT -33Aシュー 
ティング スタ ー を使用している。 

これを新しい計画では初等訓練を 
なくし、基本と高等訓練のみにし、訓 

練レべルを同等にし、訓練期間を9ヶ 

月から6ヶ月に短縮する。T*37cと 
T—41BはKAi製のKI—1夕Iボプ 

ロップ機に更新し、85機を導入する。 
T-33Aはおなじく KAI製のT150に 

更新されるものと思われ、94機が20 

05年から2009年までに配備され 

る予定である。 

才—ストラUア空軍の 
AP-3C が 

魚雷投下に成功 
才—ストラリア空軍(R A Ac)のA 

P—3Cがこのたび、才—ストラリア西 

岸で.46魚雷の発射に成功した。この 
実験では模擬潜水艦が標的に使用さ 

れた。 

Iス—パ|八インドの 
飛行試験 

南アフリカにあるアドバンスド•テ 
クノロジ！アンド.エンジニアリング 

社(<:丁^はミル〒24ハィンドをアッ 
プグレ—ドしたス—パーハインドの試 

験飛行を完了させ、非公開のカスタ 

マー (アルジェリアと思われる)向けに 
近く生産に入る予定。 

主な改良点は火力やスタンドオフ 
能力の向上で'<0-^社が開発した、デ 

ジタル•アビオニクスとミッション•コ 

ンピユ—夕を搭載している。また、兵装 
は、20_機関砲(弾数：840關)とZ 

I―-3対戦車ミサイルやチャフ/フレ 
アー•デイスペンサtを搭載する。 

才—ストラリアの 
S-兀A公開 

6月10日"オーストラリア国防省が 

発注しているS-70A-42ブラックホー 
クの初号機がアメリカ•コネチカット 

州ストラッドフオ—ドにあるシコルス 

キー社の工場で公開された。才—スト 
ラリア国防省は2000年に9機の 

S-70A-42ブラックホ—クを購入する 
計画にサインしている。この他に3機 

の輸送用/捜索救難用のS-QAも才 
プションで発注されており' これは2 

002年に納入される予定。この契約 

にはシコルスキ—社からフライトト 
レ—ニングやカスタマ—サ—ビスやサ 

ポ_卜も提供される。 —ポ—ランド 
次期戦闘機選定はP月 

ポーランド国防省の入札委員会は 
6月26日、ポ—ランドの次期戦闘攻撃 

機の最終的な選定は12月28日になさ 
れると発表した。ポfランドの次期戰 

闘機に入札しているのはf^16c\d 

ブロック50\52を提案しているロッ 
キ—ドマーチン、グリペンを提案して 

いるアングロ_スウエ|デン，グリぺン 
インタ—ナショナル、ミラ—ジユ20 0 

015を提案しているダッソ—の3社。 
ポ—ランドの次期戦闘機に選定され 

れば、36機の単座型と12機の複座型を 
2005年末あるいは2006年初め 

から2008年末にかけてポーランド 

に納入することとなる。 ■トルnがステインガ—を 
大量購入 

レイセオン社は、86基のスティン 

ガ—発射基と77基の車両搭載用スタ 
ンダード発射基をトルコに売却する契 

約をトルコ防衛産業次官との間で調 
印した。予備パ—ツや兵站サボ—卜の 

取得も合わせて3400万ドルが計上 

される見込み。レイセオン社は、トルコ 
の攻撃へリ用にスティンガ—発射機を 

売却する計画にも見通しがついたとコ 
メントしている。 —ユー□ファイタ—、nン 

フオ—マルタンクをテスト 
イギリスのBAEシステムズのワ— 

トンエ場でユ—ロフアイタ！タイフー 
ンの第3トランシH t生産段階を3つ 

に分けた最後に生産されるタイプ)を 

対象にしたコンフォーマルタンクのテ 
ストが行なわれている。現在Q分の1 

のスケ—ルモデルを使用して' 高速風 

洞実験が行なわれている。タンクは胴 
体上部の左右に取り付けられており、 

容量は1500リットル。このコン 
フォーマルタンクの装着により作戦行 

動半径を25%広げることができる見 
込み。 

このコンフォ—マルタンクを装着し 
た状態のフルスケールモックアップは 

7月22日から28日まで行なわれる 

ファンポロ ーエアシヨーで展示される 
予定になつている。 

lcp-14l Q改造で 

ジェネラル•ダイナミックス•カナダ 
は00^-14〇ォーロラ哨戒機の寿命 

を延長する才— ロラ•インクレメンタ 

ル•モダナイゼ—シヨン•プログラムの 
ために新型デ—タマネジメント-シス 

テムを供給し、これを装備する契約を 
1億2800万ドルで受注した。 

この契約に基づき、同社は新しい 
ミッシヨン•コンピユI夕—を供給、アッ 

プグレ—ド•センサーを取り付けると 

共に地上施設を提供し、インテグレ— 
テッド•ロジステイック_サボートを行 

なぅ◦これによつて同社は25 0人分 

の仕事を確保することができる。 



イザとl>うとき、自衛隊はどう戦うのか？ 
それが;rの連載のテーマだ。 

演習•訓練取材を通して、軍事ジャーナリストの 
加藤健二郎氏が実感-体験した 
陸上自衛隊装備と隊員達の「実力」をレポート。 
今月は、特科部隊の隸下にある気象班をお届けする! 

%特科部隊麾下の気象班 

加縢腿二即 

特科情報中隊 
情報を制するものが戦いを制する 

地上部隊でありながら、空気を相 
手にしている部隊をもぅ一つ紹介し 

たい。長距離砲撃においては、弾道が 

大気の状況によって変化するので、そ 
のための観測をする情報中隊気象 

班である。この特科部隊麾下の気象 

班は、雨や晴れなどの天気を予報す 

るのではなく、弾道気象といって、発 
射した砲弾の弾道に影響を与える 

要素を観測している。 

各師団や方面隊にある気象班は、 

ヘリなど航空部隊の運用や空挺作戦 

のための気象を扱つていて、こちら 
は、気象庁のやっている仕事に似てい 

る。しかし弾道気象については、特科 

部隊麾下の気象班しか行なっておら 

ず、同じ気象班という名称でも、やっ 
ていることはかなり違っている。 

砲兵の言うジョークに「航空支援 

は、雨や霧など天候を理由にドタ 
キャンを食らわせてくるが、砲兵の 

弾慕支援は天候に関係なく、最前線 
の友軍をお守りします」というもの 

がある。しかし、その砲弾も、正確に 

飛ばすには、気象観測が欠かせな 
> 〇 

V 

^0f$00i 
静闽県にある駒門駐屯地で、第1 

師団第1特科連隊の情報I隊が収 
材に応じてくれた。中隊長は「北海 

道矢臼別演贸場における155ミ 

リ榴弾砲FT-QのQキロメートル 

射撃では、気象データを軽視して射 
撃すると、弾着範囲のギリギリの縁 

までずれることもあります」とい、っ。 

弾着範囲の幅は約1キロだから、 
500メートル近くもずれるとい/っ 

ことになる。そのため、情報中隊の中 

には気象班がある。特に影響がある 

のが風向と風速で、ロケット弹のよぅ 

に翼のある弾では、砲弾よりも大き 

く影響を受ける。空気 

密度は標高が高いほど 
薄くなるので、地点に 

よってその値はだいたい 
決まつているともいえ 

る。しかし、上#気流や 

下降気流の発生によって 
変化するので地形を把 

握しておく必要もあ 

る。湿度と空気密度は、 

高いほど弾丸の受ける 
抵抗が大きくなって射 

程が短くなるなどの影 

響が出る。 
気温については、一概 

に、「高いと〇〇になる、 
低いとX Xになる」とは 

いえないが、気温が高い 

ほど空気が軽くなる。つ 
まり密度が薄くなるた 

め、弾丸の受ける抵抗は 
少なくなることが多い。 

また、気温の上昇によっ 
て上昇気流が発生して 

弾丸に浮力が働くため 



【著者紹介】 
加藤健二郎 
(かとう■けんじろう） 

1961年生れ。1988年より海外へ飛 
び出し、中米、アフリカ、中東、旧 
ユーゴ、チェチェンなど戰場突入回 
数74回、戦闘遭遇回数25回。1994 

年r実戦との比較」という視点で自 
衛隊取材を開始。1997年より防衛庁のオピニオンリーダーと 
なり、最近は、総合探偵社カルエージヱンシーで危機管理の 
講師をしている。今年6月より、ブロードバンド放送rあつ！とお 
どろく放送局」で軍事戦争専門番組を製作放映している。 

に射程距離が伸びるといぅこともあ 
る。もちろん、下降気流があればその 

逆だ。 
特科連隊(隊)の情報中隊が持つ気 

象班は、5〜7名(定数はQ名)で構 

成されていて、主にバルーンを上げる 
ことによって、風向、風速、気温、湿 

度、空気密度など、射擊に必要な気 
象データを観測する。 

バルーンによる観测には、目視観 
測と電波観測の2種類がある。目枧 

観測の場合は、卻グラムの小盥バルー 
ンを上げて、それをOil视観测機器で 

追いながらバルーンの飛ばされる方 
向を逐一報告してゆき、このバルーン 

の流れ方にょって風向風速を測定す 
る。0クラムのバルーンには観測機材 

は一切取り付けられていないので、気 

温、湿度、空気密度は、地上のデータ 
のみとなる。上空の気温、湿度、空気 

密度は、推定値になる。 
飛び去ってゆくバルーンを観測器 

具で追いながら、観測データを読み 

上げてゆく作業は、かなり惯れてこ 
ないと難しい。バルーンのようにふら 

ふらと3次元の動きをするものを、 

見失わないょぅに観測器具で追ぅだ 
けでなく、数秒ごとに水平方向、垂 

直方向の角度を同時に読み上げる 

のだ。 
一方、常波観測では、ラジオゾンデ 

を搭載した6 00グラムのバルーン 

を上げて、そのバルーンを気象観測 
装置JMMQ-M2-Bで自動追尾す 

る。ラジオゾンデからは気温、湿度、 

空気密度などのデ^~夕を送ってくる 
ため、：D一視観測よりも正確なデj夕 

を得ることができる。また、雲が低 
かったり霧が発生している場合には、 

目視観測では、すぐにバルーンを見 
失ってしまぅが、電波観測は、Bキロ 

の距離まで追尾して受信できる。JM 

M9M2 - B自身からは電波を発す 

ることはなく、飛ばしたラジオゾンデ 

からの電波を受信して解析する。 
気象条件が弾道に与える影響は、 

弾が放物線の最高点に達するあた 
りが最も大きいので、このあたりの 

高度のデータが重要である。視界が 
惡い場合には、どうしても電波観測 

が必要になってくる。ただ、電波観測 
では、ラジオゾンデからの発信電波 

を敵も受信しているため、こちらの 

射繫意図をrl抜かれるといぅ弱点 

がある。バルーンを上げると、それが 

敵に発見される可能性も高い。射幣 

開始が決定されたら、気象班は射離 
に先んじてバルーンを上げ、射撃を 

継続している限りは、2時間ごとに 
目視観測、3時間ごとに電波観測を 

繰り返す。 
また、核攻撃を受けた際に放射能 

汚染が広がりそうな範囲を予測す 
るための気尜データ収集も、特科部 

隊の気象班が行なう。 

音源評定 
砲弾の音波により、敵陣地の方向がわかるのだ 

情報中隊の任務として音源評定 
といぅものがある。音波も大気の 

状況にょって大きく影響を受ける 

ので、気象班のデータとセットにし 
ておかなければならない。そして 

実は、情報中隊の作業の中で最も 

時Hと労力がかかるのが音源評定 
のためにマイクをセットすることで 

ある。 
地図で特科連隊の布陣を元にマ 

イクの設置場所を決め、その地点 
に正確にたどり着いてセットしな 

ければならない。マイクの位置は、 
5〜6箇所以上になる場合が多 

く、そこまではケ^~ブルを引っ張る 

ことになる。これらの任務は夜陰 
に乘じて行われるで、非常に高度 

なオリエンテーリングだ。対砲レー 

ダーの準備は約1時間なのに対 
し、マイクのセッテイングには5〜 

6時間はかかる。 
しかし、音源評定にしかない利 

点があるからこそ、数時間の労力 
をかけてでもマイクをセットする 

のだ。その利点とはまず、不意に撃 

たれた敵の初弾を評定できるのは 

音源評定だけだということであ 
る。目視観測やレーダー評定は、力 

バーできる角度が特定されるのに対 
して、音源評定は、360度どの方向 

から喋たれても評定可能だからで 

ある。 

また、マィクは、評定を続けていた 
からといって、レーダーのよぅに敵に 

探知されて発見されることはない。 
これらの利点のおかげで、米軍の砲 

丘ハ隊では、一度は^1源評定を廃.し 
たにもかかわらず、最近再び復活さ 

せている。なお、対砲レーダーについ 

ては、この連載の第1回目で詳しく 

述べている。 

95 



% 世界の博物館 

^ ■: . —: -：_—愈.一 i* 

今月のお宝 ザ, 

P_51Dムスタンク 

參全幅：37.0フィート•全長:32.3フィート•全高:12.2フィート 

參最高速度：時速437マイル（高度2万5000フィート） 

•巡航高度： 4万1900フィート參航続距離: 950km 

ハリム国際空港近くの空軍基地前 
に新たに登場したインドネシア空軍 
のP-51Dムスタング（F-303) 

cIAの航空機を撃墜した 
P-C1Dムスタンク 

戦闘機の中で、最も優秀な戦闘機の 
ひとつに確実に入るのがノースアメ 

リカンp-訂ムスタングだ。米国製の 

機体に英国製のマーリン.エンジンを 
搭載したムスタングは向かうところ 

敵無し(ちょっとオーバーかな)。大戦 

末期には、ドイツ空軍も日本軍も、 

このP-SDには苦しめられた。ムス 
タングは連合軍、とりわけアメリカ 

軍の勝利を決定的としたアメリカの 

空のヒーローだつたわけだ。 

戦後、航空機のジェット化の中で第 

一線の機体として活躍するのは厳し 

かったが、朝鮮戦争にも参加、さらに 

中南米やアジア諸国と世界各地で 

活躍した。 
ところがである。そんな世界各国 

で活躍するムスタングの中に母国ア 

メリヵに対して牙を剥いた機体が 
あつた。しかも、そのP-HDが撃墜 

したのは、こともあろぅに米国の世 

界戦略(と言ぅか策略)の中心であつ 
たcl Aの機体だったのだ。今回のお 

宝はCIAの機体を擊墜した 
「シヤークマウス」を描いたインドネシ 

アのP-1Dである。 

現在もエアレ—ス等で活躍する 
PI1ムスタング 

まずは名機、ムスタングのお話か 

ら始めよぅ。 
P-51ムスタングが初飛行したの 

は、1940年Q月C日。ただし、こ 

のときのムスタングはNA-73と呼ば 
れ、エンジンも米国製1100馬力の 

V -171〇 - F 3 Rエンジンを搭載 

していた。p，51は^初から、炎国空 
軍(RAF)にリースされたが、その 

ぅち英国側からロールスロィス_マー 
リンiンジンを搭載することが提案 

された。これが、パッヵード製のV-1 

650,3マーリンiンジンを搭載し 

たムスタングである◦このムスタング 

こそ、米国の機体と英国のエンジンに 
よる組み合わせが也んだ最卨の戦 

關機だったわけだ。その後、1943 

年11月には、ぁの视界がよい水滴風 
防となつたp-lD型が初飛行した。 

ところでP-5IムスタングはHI本に 

とつてはにつくき,郎。そのムスタン 
グが太平洋戦に登場したのが、19 

4 5年4月の硫黄島からin本本上の 
爆撃に，IIかったボーィングB-Qのエ 

スコートミッションだつた。さらに、4 

月には初めてm京上空にその姿を現 
し、大戦末期の：n本の上空で、日本 

機との空戦も繰り広げた。 
P,51ムスタングは、その後もP ‘ 

51E、F、Gと発展、機体構造のシン 
ブル化、軽量化と共に性能アップが 

図られた。ノ —スアメリヵンのP151 

シリーズの最終量産型となったのは 
P-51Hで、この機体は2218馬力 

の¥-1650-9エンジンを搭敕、プ 

ロペラなども新しいものが取り付け 

られた。 
さらに愤察型のF-6や、一度見た 

ら忘れられないP-51Hを2機つな 

げた、F-82ツインムスタングへと進 
化していった。そして、最後はパイ 

パIP A-48キャバリエ■エンフォーサ 
として中南米で華々しく？活躍し 

た。 
と、言ってもP -51ムスタングの活 

躍は戦場だけにLまらなかった。现 
在ではその舞台を戦場から、華やか 

なエア■レースの場に移して、究極の 

ピストンiンジン機となり、新たな 

歴史を作っているわけだ。そんな究 

極のムスタング以外にも、オシコシ等 
で開催されるエアミンmlでは、今で 

も现役？のptslムスタングがずらっ 
と並ぶことも珍しくない。これらの 

機体はもちろん、フライアブル。ムス 
タングを愛する人達が往¥のヵラー 

リングで、ピストン機としては最高の 
飛行を楽しんでいるのだ(羨まし 

ぃ！)。 
やはり、ムスタングは米国人にとっ 

ては忘れられない空のヒーローなの 

である。 

謎めいたインドネシアの 
p-lDムスタング 

これだけの名機だけに、P,51ムス 
タングは戦中•戦後も数多くの国で 

使われた。英国はもちろん、カナダ、 
才^—ストラリア、一ーユーシ—ランド、ス 

イス、イタリア、イスラエル、フィリピ 

ン、韓国、中国など世界中で運用さ 

れたのだ。そして、そのうちの何機か 

はィンドネシアでも使われていた。 

しかし"他国のP-51ムスタング 

が、その素性がそれなりにはっきり 
しているのと異なり、ィンドネシアの 

PI51ムスタングの中には素性がはっ 
きりしない機体があった。そのぅち 

の1機は今も、ジョクジャカルタにあ 
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ジャカルタ•八リムの 
インドネシア空軍 
P-51□ムスタング 
住所，連絡先等：特に無し。ハリム国際空港のすぐ近くにある^ 

日本からインドネシアの首都ジャカルタに飛んだ場 

合、定期便が到着するのはインドネシアの空の玄関、 
スカルノ ■ハッタ国際空港である（独立運動の指導者、 

スカルノ氏とハッタ氏、二人の名前がついた空港だ）。 

しかし、ジャカルタには国内線やチャーター便が運航 

されるもうひとつの空港がある。それがハリム国際空港 

で、かつてのケマヨラン空港の代替空港としてジャカル 

夕市内から比較的近いところに建設された空港である。 

かつてはスカルノ •ハッタ空港が完成するまで、この 

ハリム国際空港から国際線、国内線のすべてが運航さ 

れていた。そのハリム国際空港は、現在でこそ国内線 

のターボプロップ機やイスラム教徒のハッジ*フライト 

(巡礼フライト）のチャーター便などが飛ぶ空港となっ 

たが、それでもトラフィックは結構ある。しかも、ここには 

インドネシア空軍の基地が隣接しているため、バラエ 

ティに富んだインドネシア軍の軍用機が翼を並べてい 

る。CASA212やバッフ7口一など日本ではまず見るこ 

とができない軍用機や、日本にも度々飛来している 

ロッキードC-130などが常連だ。 

もっともハリム国際空港内で航空機の写真撮影は 
そう簡単にはできなし、。それは、ランプ側を見渡すこと 

ができるデッキのようなものが一切無いからである。加 

えて、この国で軍用機の写真を撮るにはそれなりの許 

可が必要となる。ただし、近隣のバンドンなどに飛ぶ際 

に、ランプでパチパチと撮影するのはOKだ。 

さて、今回のrお宝」、インドネシア空軍のP-51Dム 

スタングはどこにあるかというとゾ\リム国際空港の民 

間夕ーミナルからダウンタウンに向かう道沿い、インド 

ネシア空軍の基地ゲート前にゲートガードのごとく展 

示されている。実は、このP-51Dムスタングがここに展 

示されるようになったのは比較的最近のことだ。機体 

のシリアル•ナンパーはF-303。これまでインドネシア 

各地の航空博物館などで展示が確認されていた同国 

軍のP-51Dムスタングにはなかったシリアル•ナン 

バーである0機体のコンディションは非常に良く、同じ 

ジャカルタのインドネシア空軍博物館やジョクジャカ 

日本からの行き方：東京、大販からジャカルタへ（この春か 
らはスケジュールが変更して日本航空はWID-11が飛んで 
いる）。ジャカルタ■スカルノハッタ空港からはタクシーでハ 

リム国際空港へ。ちなみにスカルノハッタ空港〜ハリム国 

際空港を結ぶリムジンバスなどは無い。ハリム国際空港の 
ランウェイは07/25。民間ターミナルと空軍基地はランウェ 
イの北側にある。ターミナルからは徒歩。 

ルタの機体と同様、黒く塗られた機首にいかつい 

「シャークマウス」が描かれている。翼下には増装タン 

クとロケット弾が装備されている（もちろんダミー)。 

このインドネシア空軍のP-51Dムスタング（F-303〉 

は、道路沿いから写真撮影が可能だ。地上展示だが 

ボールの上に飛行状態で展示されているので、できれ 

ばちょっとした望遠レンズが欲しいところだ。なお、写真 

撮影の際には、ときとして軍関係者がやってくることが 

ある。困ったことに、この場合の会話はインドネシア語 

ということになる。「スラマッタシアン（こんにちは）」程 

度ではなかなか話が通じるはずも無く、ここのところは 

あまり無理せず、立ち退くように言われたら素直に撤退 

したほうがいいようだ。 

インドネシアではなぜ、こんな歴史的な航空機が新 

たに展示されたりするのだろうか。詳細は不明だが、 

ジャカルタから飛行機で40分ほどのバンドン空港に降 

り立つと、なるほどと思えるような光景が目の前にあっ 

た。バンドンはCN235などを開発•生産しているインド 

ネシアン.エアロスぺース（IAe:かつてのIPTN)の本 

社、工場があるところだが、ここにはいかにもクラシッ 

ク_ジェットといった感じのノースアメリカンF-86F (か 

なり状態も良く、ひょっとしたらフライアブル？）JAeの 
チェース機であるチェコ製のL-29(凄いスペシャルカ 

ラー機だ）など、かなりの「お宝Jを見ることができる。 

以前ご紹介したジャカルタのインドネシア空軍博物 
館には、旧日本陸軍の機体なども展示されているし、イ 

ンドネシアは結構、「お宝」飛行機を大切している国な 

のである。 

ハリム国際空港の主役はこうしたコミュータ機/リージョ 
ナル機,写真はいまだ複数機が現役で活躍している英国 

製シヨートrスカイバン」 
ハリム国際空港の米軍C-12、ときにはこんな機体がやっ 
てきたりもする 

機の多くはインドネシア空軍のパイ 

ロットの養成に使われた。 
1950年代に入るとインドネシ 

アは空軍力の近代化を計った。新た 

にB-R双発爆繫機g機、PhDム 
スタング7機、ダグラスc-a型輸送 

機弘機、AT-Q型機5機以上、L- 
4 J型機0機などを導入したが、こ 

のとき導入されたP-51Dムスタン 

グはそれほど履歴が怪しかったわけ 
ではないよ、っだ。 

さらに、インドネシア空軍では1 
9 56年2月に初のジェット戦闘機 

として、バンパイヤ丁-跖を8機導入 

したが、その後はスカルノ政権が民 

族、宗教、そして共産主義の三勢力 

の協力体制「ナサコム」を目指したこ 
とから、同国は旧ソ連製のMiG- 

5M.1G-y、Mi?Q、MiG -1 

なども導入していくことになる。 

さて、問題のP-51Dムスタングで 
あるが、1950年に導入された27 

機以外に、1958年に2機のp-l 

Dムスタングが同空軍に加わつてい 

る。このとき、米国は1然のことなが 
らィンドネシアに対しての武器輸出 

禁止の策をとったが、インドネシアは 

ひそかインドの支援を受けて、グア 

テマラからこの12機のP-51ムスタン 

グを入手することに成功した。米国 

がこの事態を知った時には、既に 
後の祭り。P-51Dムスタングは 

きつちりとインドネシアに引き渡 

されていたのだ。 
インドネシアの謎のp -51Dムス 

タングとは、このグアテマラから導 

入された機体のことである。そし 
てこともあろぅに、このインドネシ 

ア空軍の謎のP-1ムスタングが牙 
を剥いたのが米国clAの機体 

だったのだ。 
19500年5月18日、アマハイを 

飛び立つたインドネシア空軍のP — 

51Dムスタング(F-338)はアン 

ボン湾上空で、clAのダグラス 

B-26Bを発見。当時、米国との関係が 

悪化していたこともあり、ムスタングは 

このclA機を攻撃して撃墜してし 

まつたのだ。こぅして操縦していたCI 

Aのパィロットは捕虜となつたが、この 

B-26BにはCIAの傭兵も搭乗してい 

た。 
1950年代の東西冷戦の最中に、 

第二次世界大戦でアメリヵを勝利に導 
いた「空のヒー ロ ー」p-51Dムスタング 

は、その母国アメリヵCI Aの機体を擊 
墜してしまつたのだった。第二次世界大 

戦中にムスタングがバリバリ活躍してい 
た頃は、こんなことが起ころうとは誰 

も予想していなかったに違いない。 

る博物館などに展示されており、こ 
れらの機体のIDは明らかでない。し 

かし、なぜ、このよぅなことが生じて 

しまったのか？それは初期のインド 
ネシア空軍の歴史を見ていけばわか 

るのだ。 
太平洋戦争後の1946年4月9 

日、インドネシアは空軍組織AUR 

I(AMGICATANf CDA3RA RE_ 

PUBLIK： IND(SESIA)を設立し 
た。しかし、太平洋戦争終結後の5 

年間、このインドネシア空軍の主力 

となったのは、旧日本陸軍のloo機 
あまりの機体だった(この中には中島 

製の一式戦闘機「隼」なども含まれ 

ていたのだ！)。もっとも、これらの機 

体で実際に飛行できたのは半分以 
下、しかも日本占領下ではインドネ 

シア人のパイロット養成はなされな 
かったため、まずはパイロットの訓練 

を行う必要があった(設立当初、パイ 

ロットの正式な資格を有していたイ 
ンドネシア人はたつた一人しかいな 

かった)。その結果、旧日本軍の航空 

ジャカルタのインドネシア空軍博物館に 
展示されている同じく P-51Dムスタング 
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y,Eと卜—ネIドの1\0決定版が釐場。 

4ベ—ジの縮小版たが中身はギユツと 
讅ま〇ているぞ。それでは、！i査關始イ〜ツ. 

r 3 ■ ■ I f ___J_ 

^^■7E |HXZ3111 霸一rnlIQ 
li_ Rnns:鼠 Ui 

新製品を続々とリリースし、我が 
プラモ審査隊でも半ばレギユラー化 

した感のあるトランべツタ—から、 
旧ソ連の迎撃戦闘機如-!:2〃フラゴ 

ン"が1\站スケールでリリ—スさ 
れた。 

サハリン沖で大韓航空機を撃墜 
したことで悪名高い釗-;2。しかし 

スホーイ社の戦闘機の中では比較 
的に地味な機体なのか今までキッ 

卜には恵まれず、y-cフラゴンの 
ヨンパチでのキット化は今回が初め 

て。ソ連機フリ—クにとつては嬉し 
いアイテムの登場となつた。 

トランべッターからはフラゴンF 
と同時に、最初の量産型の釗-;2< 

フラゴン六と複座型の釗-仂じ“フ 
ラゴンG (各6200円)も同時に発 

売されている。7月にはッポレフ化丨 
gMSベアIH爆撃機も発売される 

しみにした： 

実機解説 
1967年のモスクワ航 

空ショーで衝撃的にデ 

ビユIした謎の戦闕機は、 
以前からゥワサのあったス 

ホーィ社の新型戦關機の 

IJ-qと判明し、後に「フラ 
ゴン」と言ぅNATO名が 

与えられた。 
外観は、マッハ2級以上 

の高速を狙ったスマートな胴体に、単 
純なデルタ翼を組み合わせたスタィ 

ルをとっている。エンジンは双発、全長 

は約1.811全長0.5£の〒！5ょ 
りも大きい)といぅ当時としては大 

型の単座戦闘機で、機首に強力な 
レーダー火器管制装置を搭載し、主 

に全天候型の迎撃戦闘機として19 

70年頃から配備されたが現在は 

全機退役している。 
先行量産型のフラゴンA、最終量 

産型のフラゴンF、複座型のフラゴン 

Gなどのバリエーシヨンが生産されて 

いる《 -年代後半には胴体後 
部に推進用のリフト.エンジンを2基 

並列搭載したs T 〇 L型のフラゴン 

Bのテストが行なわれたが、実用化 
には至らなかった。 

194〇年後半、1,-9に続いて機 

首のエアィンティク上にレーダーを 
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MiG-15、MiG-21、M_lG-19 

と次々と1/2のソ速戦閼機を発売 
しているトランペッタ^~から、MiG ‘ 

Qファーマ^—のバージョン換えとして 

中国空軍向けの複座練習機シェンヤ 
ンFT-6が発売された。 

単座型のMiG-sのキットに、前 
部胴体と複座のコクピットのパーッ 

が新金型で追加されている。前作の 
MiG-1同様、確実に進歩の跡が 

随所にぅかがえ、コクピットや完成 
するとまつたく見えなくなつてしま 

ぅはずのエンジンなどが詳細に再現 
されたハィレベルなキット。 

コクピットはメリハリのあるモール 

ドで、少ないパーッながら細部まで 
表現されているので丁寧に塗り分け 

れば良いが、この手の機体は資料写 
真が少ないのが雛点だ。前席、後席の 

計器板はメーターを印刷したシート 
とクリアーパーッを組み合わせて再 

现するため簡単に表現できるので、 

細部は塗装でキメたい。 
クリモフ^>.^*1エンジンは、なんと 

細いパィプやコード類など詳細に再 
現されていて、2基完成するには相 

当の時間が必要になるが、完成する 
とまったく見えなくなるのは非常に 

残念。ど一せ見えないと割り切って、 

飛行機 審i 
T-? 

の-勘 
，塗 

IG利 Ho T - 

刑土 1LJ: 
大^;で 
超小ス 

し:^m 

介プチ 
紹啡ii 
でぜ軍 

号1*ン 
J追夕 

5回ス 

~34S7BS |一 

★ ★ ★ 

次次★ 

胴体後部から顔を/-IIすノズル部分の 
み製作するだけでもOK(？)。胴体 

後部は別パーツとなっておりエンジン 

用の専用ドリ^^も付属しているため 

整備中のジオラマ風に仕上げるのも 
面白いかもしれない。しかしその場 

合はフィギュアが付属していないため 

他から流用しなければならない。 
コクピットやエンシンなどを含め細 

部の色指定はない。実機写真などを 

参考に塗装しょぅ。 
胴体は前後に分割されているが、段 

差が生じて修正に手間取ってしまぅ。 
左右を合わせる前に前後を合わせ、修 

正を行なった上で左右を接着したほ 

うが後々修正がラクになるぞ。 

大型キットでパーツ数が多いため 

完成するまでは予想 
以上に苦労するが、完 

成させれば単座型に 
は無い独特のスタィル 

を持つFT -6を手に 

とることができるだろ 
、っ0 

塗装は全面銀の中 
国空軍機と、ブルー系 

の迷彩を施された現 
在も現役のパキスタン 

空軍機がセレクトで 
きる。また、別売りの 

デカ^~ルを流用すれ 

ば改造することなく 
ソ連空軍機にするこ 

とも可能である： 

▼ ^ 11-KI 
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エアィンティクなど 
の接合部の精度は 

向上しており合いは 

良いので、仮組み時 
に調整しておけば 

ほとんど問題にな 

ることはないだろ 
、つ0 

脚は実機同様シ 
ンプルな構成なので 

キットをストレート 

に組んでも問題ない 
ほか、胴体後部の小 

さなインテイクなど 
のデイテールもシヤープなので、こち 

らもキットのままでも問題ない。 

装備し、腿体中央下部と胴体 

後部にエンジンを搭載するユ 

ニークなスタイルを持つ試作戦 
關機にも^-扔の形式が与え 

られたが、フラゴンとはまった 
くの別機。 

キット解説 
_■取近は同社のビッグスケール 

キットに見慣れており、全体的 

に実機のスタイルが単調なた 

めか、パッケージを開くとやや 
物足りない感じがする。ゥエポ 

ン類を除けばバーッ数も比較 

的少ない◦とは言ってもキット 

は細長い胴体や特徴のある太 
めのレドームなど独特のスタイ 

ルを忠実に再現しており、その 
ほかに機首のレド—ムが開閉 

可能で、完成後内部のレーダー 
をJnLることができるギミックが 

追加されている。 
コクピットはこのスケールの 

キットと比べるとやや単調。計 

器パネルはデカール仕上げで不満も 
残るが、手を加えょぅとしても適当 

な資料がほとんどないためキットを 
ストレートに組んでも特に問題はな 

い。ただ、シートべルトくらいは是非 
追加しておこぅ。 

脶体は左右二分割で、複鹿型に対 

応するため機首上面が別パIッと 
なっている。しかし特筆すべき問題は 

なく、インテイクのダクトもパ,_ツ化 

されているので充分奥行きが再現で 
きるため' キットをそのまま組んだま 

までも実感は出る。ただし删体を合 
わせる前にはHアブレーキ内側のパー 

ツを忘れずに！ エアブレーキは開 

閉状態が選択できるが、閉状態とす 
る場合は合いが悪い。ストレスなく組 

みたい人は開状態で仕上げよう。 
ほ.んの1〜2年前に発売された 

キットと比べ胴体と主翼、垂直尾翼、 

機首のレーダ.—も少ないパーツな 
がら良く出来ており、コード類など 

をそれらしく追加してディテール 
アップするのも面白いだろぅ。 

ウエボン類は3種類の空対空ミサ 

ィルとガンポッドに、増槽タンク(な 

ぜか説明書には指示がない)が付厲 
している。またデカールは無塗装銀 

かあるいはグリ^~ンとブラウン系の 
迷彩塗装機がセレクトできる。 

マィナ—な0IJ-1 5待望のヨンパ 
チキット。出来も水準以上なの 

でソ連機フアンは黙つてても買 
うでしような〜。 
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F-14といいトーネードといい、複雑な 
機体構造の航空機プラモはキット構 
成も複雑になってしまうのは仕方が 
ないか？可変翼も可変するけどパイ 
ロンはどうするんだろぅ一 

■ 
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今月のデカール換えキット ※メーカーはすべてハセガワです。 

スピットファイアMk.Vb “夜間戦闘機” 

1/32定価3200円 
イギリス空軍第74中隊アドルフG.マラン大尉の乗機と、第19中隊機 
が再現できる。デカールはカルトグラフ製c 

F-l04Jスターファイター11戦競スペシャルM 
1/72定価1600円 

i 984年の戦競に参加したマルヨンのデカール換えキットで、こちらにも 
発色の良いカルトグラフ製のデカールが付いている。 

M5DJイーグル"飛行教導隊” 

1/48定価4200円 
最近になって塗装が変更され 
た飛行教導隊のF-15DJのデ 
カール換えキット。暫定塗装期 
間でセットされている。 

袭F-2AW第3飛行隊B 

1/72定価1600円 

， ド— 
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MidubUhi F-2A '3rd 5quudin>nr 

量産型のF-2Aが最 
初に配備された、第 
3飛行隊の部隊マー 
クがセットされてい 
るD 

のキットと比べ 

トランべツターと同様、ハイべ—ス 
で他社の再販も含む新製品を発売 

しているイタレリが、湾岸戦争で高 
性能な攻撃戦闘能力を見せつけた 

卜—ネ—ドの電子戦型、卜—ネ—ド 

ECRの1/Qをリリ—スした。 

実機解説 
英独饼の3か国がh同で開発し 

たトーネードは低.高速飛行に合わ 
せて作動する可変興を採用した多 

:〇的戦術戦關機で、3か国のほかに 

サウジアラビア、オマ^^ンなどが採用 

した。lo 〇〇.機以上が生産され現 
在はNATO軍の主力戦11機 

となつている。 
バリエーシヨンに富んだ兵 

装や優れた加速力と、電子機 
器にょる精密な低空飛行、長 

い航続距離などの高性能を 
生かして湾岸戦争ではイラ 

ク軍に壊滅的なダメージを 

与えた事は記憶に新しい。 
トーネードには超低空で 

敵のレーダー網をかい潜つて 

侵入し地上を攻擊するID 

S {攻撃型)、制空権を確保す 

るためのADV (全天候防空 

型)、敵の電子装置を揽乱し 
て対空砲火を制rするE C 

R (電子戦型)の3タイプが 

ある。 

キット解説 
イタレリも新作ごとに進 

歩を見せているが、今冋発 

売されたトーネードは以前 
パネルライ 

ンのモールドなどがシヤー 
プな仕上がりとなっている" 

飛行機モデラーのこだわ 
りのひとつにコクピットの 

ディテ^—ルアップがあるが、 

このキットはM近のイタレ 
リのキットには珍しく計器パネルは 

モールド仕上げとなっており、座席に 
はシートべルトまで表現されている。 

ただ、モールドはやや付いのでできる 
だけ丁寧に逾装したい。 

このキットも機体自体のスタイル 

のためか「左右分割の胴体前部」と、 
:興をr動式にするための「上下分 

割の胴体後部」に別れたパーッ構成 
で、エアインテイクを含めて合いがM心 

いため修正が必要になる。修正作業 
を行なう場合、主mとスタビライ 

ザー(水平尾翼)はジヤマになるた 
め、後から差し込めるようにしてお 

き完成後に固定するという手法を 

お勧めしたい。 
エアインテイクはダクト部分が再 

現されておらず内部が筒抜けになっ 
てしまうので、黒く塗ったブラ板で塞 

いでおくこと。また、開閉が選択でき 
るエアブレーキは閉状態にする場合 

は合いが悪いので開状態の方がいい 
だろう。 

ゥエボン類は通常爆弹のほかAI 

M-9LサイドワインダI、AGM-88 

HARM、ECMポッド、増槽タンクな 

どが豊富に^Z厲している：卜^ —ネ-~ド 

ECRは独伊で使用されているが、デ 

ヵールはドイッ空軍機のみ2種類が 

付腐しており、その内の一機は、胴体 

全而に虎模様を描いて1996年に 

行なわれたタイガーミートに参加し 

た機体がセレクトされている。 

SS 
複雑な胴^:パ—ッの合いが悪い 

のが難点だが、細部デイテ—ル 
には合格点を与えたい。 

100 



タミヤ1/48 
定価3200円 

中島夜聞戦闢機 
月光11型前期生産型 
(J1N1-S) 

.,職，■:W■，申 «■ \ ii 1内靡 r w(- •■■離if …嘗 <c 
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，囑 
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スイート 
1/144 

定価1000円 

ホーカー 

八!/ケ_ン1\/11<.1エ_ス 

1^|1 

MIL1 
"hurricane 
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前作のかわいいパッケージとはうって 
変わって硬派なパッケージ。どちらにし 
ろ中身のキットは1/144にしては最大 
限の再現度を誇る。なお、マイナー機 
が続いたスイートも次回作には零戦と 
ワイルドキャットを予定している 

八セガワ1/32 
定価4200円 

メツサ-シュミツト 
Bfl09G-14 

，多^動,:'….へ■ift 

一も ^ ：- 

?• . 

Messerschmitt BFI09G-14 1:32闻 

タミヤから夜問戦關機月光1型後 
期型のバージョン換えで、胴体後部に段 

差が付いた月光1勘前期生産型が発 

売された。 
このキットは最近のタミヤの製品同 

様に、コクピットや胴体後部に搭載する 
斜め機銃など機内が詳細に再现され 

ている。パーッ数は多いものの組み立て 
やすいので、月光の^-でもペストキット 

といえる。 
コクピットや斜め機銃などには細か 

いパーッが多いが、説明書通りに組めば 
lj題ない。丁寧に塗装すれば充分に実 

感がIJせるが、組み立てる前に塗装の 
rl番を良く検討しておかないと後から 

途装ができないバーッが多いので注意 

したい。キットにはパイロットフィギュア 
が付属しているほか、シートベルトがデ 

カールで用意されている。 

下方の斜め機銃と増槽タンクを搭載 
する場合は、事前に穴を開rjする必要 
があるほか、胴体中央とy面のクリ 

アーパーッの接着など注意する部分も 

多いが、技術的にはほとんど問題にな 
る部分はない。 

キヤノビーと斜め機銃の点検扉は開 

閉が選択できるほか、キヤノビーは開 

状態と一体化された閉状態の両方の 

。ハーツが用意されている。 
デカールは4機分が付厲しているが、 

実機が実機だけに塗装のバリエーシヨン 

が乏しいのが難点か。 
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."144(イッチョンチョン)の大 

戦機キットをマイべースで発売して 

いるスイートから、第二次大戦中イ 

ギリス空¥を代丧するホ^ —力^—ハリ 

ケ^~ンMk.IがリリースされたC 

ハヴゲ' —ジを見ると全く日本語が 
見当たらず、イッチョンチョンというス 

ケールなのでチョット怪しいキットと 
思われがちだが' れっきとした日本 

メ^力^™のマシメなスケ—ルキットI 

パッケージの中身も気になるが、 

ナナニイやヨンパチのキットを彷彿 
させるような美しいモールドが施さ 

れている。通常のプラスチックラン 
ナーと全くrrfjじパ—^がクリアー 

パ•~ツとなったランナ^^が人ってお 
り、2機分がセットされたお買い得 

ットなのだが、実はキヤノビーだけ 
リアーパーツにするとその分経費 

かかってしまうために、まったく同 

じパーツで2機分がセットされてい 

るわけである。そこで、1機はクリ 
アーパーッを使って普通に組んで、も 

う1機のキヤノピーを塗装で再現す 
れば2機完成できるわけで、デカ彳ルも6機分が用意されている。 

パーツ数の合計は2点。コクピット内などは再現されていないが、主 
翼前縁の着陸灯などもシッカリ再現されている。クリアーパーツ化 

するなど内容はナナニイのキットにけない位の出来で、説明書は 

子供にも分かりやすく描かれているので、初心者やプラモを手に 

したことがないような女性にも安心してお勧めできる。 
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咋年は大型キット 

の復活の年と言ってい 
いほど1/2スケー 

ルのキットが数多く 

発売された。タミヤ 
はコクピットやエンジ 

ンなどを徹底的にIlf 

现した「零戦兕型」を 
発売し、ハセガワは以 

前から発売していた 
メッサーシュミットBf 

1〇 9シリーズとは 

異なり、極カパーッ数 

を少なくして作りや 

すさを追及した新金 
Mの「BX109G-6」を登場させモデ 

ラーを驚かせた。 
G-6に続いて登場したのはエンジン 

をパワーアップしたRf109G-14で、 

キャノビーの一部が新金型で追加され 

ている他はほとんど同一のキットだ。 

ハセガワの製品に多く見られるよぅな 

複雑な分割はなく、パージョン展開のた 

めか別パーツとなっている尾部の合いも 
イイ。ヨンパチキットのスケールアップA 

考えて良いほど作りやすく、ストレスな 
ハ-tパ速たパる 

く組み立てることができるのが嬉しい。テ--て高めし' ぁ 
レ/t^LR高載で 

コクピットや脚などをテイテールアップXJャjてで搭体 

するのも良いし、別売りパーッを使ってエ-6碰關捕にへソ士 
G新直併h-vっ 

ンジンを再現するのも良いが、ストレー|加垂4 Ex>調 

卜に組んで癒装を楽しむのも良し。いろ旧^測a 

いろな楽しみ方ができそぅな一作だ。？心1VJggQ-I 

Eld 
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油圧動作により迅速に架設することができる81式自走架柱橋。90式戦車以外の車両ならば通過させることができる 

(写真提供:陸上幕僚監部） 

陸自の主力架橋器材は 
幻式自走架柱橋だ！ 

幻式自走架柱橋は、河川や溝に橋 
を架けるための装備で、1981年 

6月に制式化された。 

車体はS：式特大型トラックをベー 
スにしている。車体の後部には、「導 

板」と呼ばれるアルミ合金製の橋梁 
が2分割されて上下に二段重ねに 

して搭載され、その下の両側面には 

「架柱」と呼ばれる橋脚が搭載され 

ている。また、車台には、架橋作業時 

に車体を安定させるための補助脚 

(アウトリガー)が取り付けられてい 

る。 

架橋時には、まず横方向に縮めら 
れている導板を左右に広げて本来の 

幅に戻す。次に、下側の導板を水平 
のまま後方に繰り出して、一杯まで 

繰り出したら前端を上側の導板の 
後端と連結する。最後に連結された 

導板全体を後方に繰り出した後、地 

而に降ろして設置する。 
1両分ょりも長い橋が必要な時 

は、導板と導板の間に架柱(橋脚)が 
立てられる。まず、最初の導板の後端 

に架柱を取り付けて、導板と一緒に 

後方に繰り出す。次に、架柱を立て 

_ 

てから導板を下に降ろして設置す 

る。その導板の上に次の自走架柱橋 
をバックで入れて、前述のように導 

板を組み立てて降ろし、手前の導板 
の端に連結する。これを何度も繰り 

返して、必要な長さまで延ばしてい 

く。架橋の高さは、橋を架ける河川 
や溝の深さに合わせて2 メ^ —トルか 

ら4 メートルの範囲で調節できるよ 

うになつている。ただし、川の流れが 
速いと架柱が流されてしまうので、 

架橋時の水流は毎秒1.5 メートル 

以下に制限されている。 

多くの作業は油圧動力で行われ 

るが、架柱の固定等の細かい作業に 
は人手が必要だ。橋梁の幅は3 .乃 

メートル、橋梁等級(簡単にいぅと橋 

梁の強さを表したもの)はぬで、Q式 
戦車以外のほとんどの車両を安全に 

通過させることが可能だ。 

I式自走架柱橋1セットは6両で 

構成されている。1両に積まれている 
橋の長さはAメートルなので、1セッ 

卜6両をすべて連結すれば長さQ 
メ'~トルの橋を架けられることにな 

る。何セットも集めれば、さらに長い 

橋を架けることもできる。 

さらにJ式自走架柱橋は、トラッ 
クをべースにしているので自力で長距 

離移動できる。装軌(キヤタピラ)式 

の戦車橋は長距離移動が苦手なの 

で、この点は自走架柱橋の方がすぐ 

れているといえる。しかし、自定架柱 
橋は戦車橋のように戦車をベースに 

しているわけではないので、敵に直接 
射撃されるような場所での架橋作 

業は危険だ。荒地での機動力も戦車 
橋にかなわない。最前線での架橋作 

業には、やはり戦車をベースにした 
戦車橋が必要なのだ。 

幻式自走架柱橋は各師団/旅団 

の施設大隊/中隊等に広く配備さ 
れているので、駐屯地の創立記念日 

の観閲行進に登場することも多い。 

一般道路を使って移動することも少 

なくないので、比較的よく目にする 

ことのできる車両といえるだろう。 
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動カボートを搭載した運搬車(写真提供:陸上i僚監部) 

11新型のS5式浮橋はI人二役だ！ 
Q2式浮橋(ふきょぅ)は、川の流れ 

の速い河川に橋を架けるだけでな 

く、戦車や車両を対岸に渡すフエ 
リーとしても使える一人二役の渡河 

器材だ。1989年から試作が始め 

られ、1992年9月に制式化され 

た。 
2式浮橋は、「橋間橋節」と呼ばれ 

る橋梁の中間部の運搬車9両、「橋 

端橋節」と呼ばれる橋梁の末端部の 
運搬車2両、動カボートの運搬車7 

両、道路マットと専用の敷設装置を 
搭載した車両2両、計3両で構成さ 

れている。 

架橋時に川岸がぬかるんでいたり 
して足場が悪い時には、まず道路マッ 

卜敷設装置を使ってロール状に丸め 

られた道路マットを川岸に敷いてい 
く。道路マットを使ぅと車両の重置 

がマット全体に分散されるので、戦l 

等の車重の大きいII両でも軟弱地を 
一此過できるようになる。浮1セツ 

卜には長さ2.5メ|トルの道路マッ 

卜が4巻付いているので、全部で長さ 

0Qメートルのマットを敷設できる。 

次に、動カボート運搬車を後ろ向 
きに川岸に付けて、荷台から水面に 

動カボートを静かに降ろす。動力 
ボートにはディーゼル•エンジンとス 

クリユー(プロペラ)が備えられてい 

て、Aセンチ以上の水深があれば水 
面に浮かべられた橋節を押して移 

動させることができる。同時に橋節 

運搬車も後ろ向きに川岸に付けて 

荷台を傾け、橋節を水面にすべり落 

とす。荷台の上でW型に折り畳まれ 
ていた橋節は、水面に落ちると同時 

に自動的に開いて浮ぶ。最後に、水面 
に浮んでいる橋節を速結して、1本 

の長い橋にする。橋梁の中間部は「橋 
間橋節」を連結し、橋節の両端には 

「橋端橋節」を速結する。橋端橋節に 

は橋節の傾斜を調節する汕圧装置 
が内蔵されていて、川岸と橋節の段 

差を調節できるよぅになつている。 
橋間橋節の提さは7 • 5メ^—トル、 

橋端橋節の長さは7 , 〇 メ ートルな 

ので、1セットを全部つなけるとlo 

4メIトルの橋を架けることができ 

る。橋の幅は4メートル、橋梁等級は 

gで、全備重量如トンのQ式戦車で 

も安全に通過可能だ。ちなみに撤収 

時には、橋節を運搬車に備え付けら 
れたクレーンで引っ張り上げると自 

動的に^型に折り昼まれる仕組みに 

このタィプの橋は、橋脚で支えら 
れる架柱橋と違って水面に浮んでい 

るので浮橋と呼ぶ。浮橋を流れのあ 
る川に架橋した場合、橋が水流に押 

し流されないょぅに川下側から動力 
ボートで押して支えてやる必要があ 

る。2式浮橋の動カボートは、最大で 
毎秒2 • 5メートルの水流の中で浮橋 

を支えることが可能で、2式自走架 
柱橋ょりも流れの速い川に架橋する 

ことができるのだ。 

2式浮橋は、戦車などの重装備を 
対岸に渡すフヱリーにもなる。橋間橋 

節を4つ、橋端橋節を2つ速結すれ 

ば、全備重量恥トンのQQ式戦 

車でも搭載可能だ。動カボー 
卜2隻で押せば、橋が屈かない 

ょうな大きな川でも対岸に人 

員や車両を渡河させることが 
できる。 

こうした野戰用のフェリーを 

眾事用語で「門橋(もんきょ 

うごと呼ぶ。人員等の軽装備 
を搭載する門橋は軽門橋、戦 

車等の重装備を運搬できる門 
橋は重門橋と区別することも 

ある。 

2式浮橋は、方而直轄の施 

設団施設器材隊などに配備さ 

れている。配備数が少ないので 
あまり見られないけれど、大地 

震で橋が落ちた時などにも役 

立つ装備なので大規模な防災 

訓練等で見られることもある 
(東京都の防災訓練「ビッグレス 

キユー」にも参加している)。 

•11S: 
i衛のせ 
車自てさ 

戦上V過 
奶陸卜通 

すを 
09むの両 

I含隊車 態 

る陸 
で供咅 

が提監 
と真§ 

こ写幕 
る(^上 

92 式浮橋が導入されるまでは、陸 

自の浮橋は第二次大戦中にアメリヵ 
軍で使われていたM4A2浮のう橋 

が主力だった。銃器や火砲等の武器 
だけでなく、こうした施設器材もア 

メリヵ軍のお十Uの供与品だったのだ。 
M 4 A2は、まずゴム製の浮のう 

(ゴムボートのような浮き袋)にコン 
プレッサーで空気を入れて膨らませ 

る。その上にアルミ合金製の骨材を 
載せて橋を組み立てていく。もちろ 

ん門橋として使用することも可能 
で、毎秒1メートル以下の流れの遅い 

川ならば、浮のうを6つ連結すると 

標準で一??トン、最大で跖トンの装軌 
車両を渡河させることができる。 

老朽化の進んでいるM4A2だが、 

実はまだまだ現役でがんばっている。 

アメリヵからの供与品でいまだに第 
一線でバリバリ働いている装備は浮 

のう橋くらいのものだろう。施設科 

の装備品では、組み立て式のバネル 
橋が第二次大戦型の供与品だった 

が、最近になってィギリスで開発さ 

れた新型への更新が始まっている。 
一応、新型の架橋器材も検討され 

てはいる。2001年度の時点では、 
2002年度から新架橋の試作を 

開始し2005年度には開発を完 

了して制式化、という予定が立てら 
れていた。しかし、2002年度の予 

算要求では概算要求段階で見送ら 
れてしまった。その後、要求性能の変 

更などもあつたようで、いまのところ 

制式化のメドは立っていない。 

架橋器材は災害派遺にも活用で 

きる裝備なの 

で、最近では予 

算が比較的通 
りやすいように 

も思えるけれ 
ど、これを見る 

と実際はそう 
でもないよう 

だ。どうも施設 

科の装備は、機 
甲化や普通科 

と比べると冷遇 
されているよう 

に感じられる 

作 
k橋 
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ジャケットのサイズは、モ 
デルによってまちまち。襟 
元にあるタブに表示されて 
あったり、サイズラベルが 
縫い込まれているタイプや 
スタンプで押されているバ 
リエーシヨンがある。この 
ジャケットの場合タブに 
「38R」、スタンプで「34Rj 

と表記（？）されている 

フロントは、ジッパーと5つ 
のボタンで閉じられる 

ウェストは、3つのボタンで調整できる 

ウ原 
イ型 
ンは 
K 

乙 
I 
力 
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サンダ—ス軍曹もミラ—大尉も着ていた 

rwj 
今回はフライトジャケットの王道から若干外れるが、 

7月にWOWOWで公開される「バンド•オブ•ブラザーズ」にちなんで， 
第二次大戦中のバイロット達にも愛用されていた 

M-Wフィ—ルドジャケットを取り上げてみる。 

SSO —フで 

一 、i付_る :^s=、 
て，，た産ひ 

oanr 

CS4沛 
8(y(略 

-3ツ省 
Mラは 

る要求に一般 

の製造業者で 
も応じられる。 

こんな単純な 
理由だったが、 

軍の衣料とし 

ては画期的な 
軽量で動きや 

すいコンセプ 
卜を寺つた 

フィールドジャケットが誕生する 
ことになる。 

しかしその過程は簡単なもの 

ではなかったようで'MI41フイ— 
ルドジャケットが正式採用され 

るまで、様々な試行錯誤が繰り 

様々な兵器が開発され実戦で 
使用された第二次大戦は、軍装 

の歴史の中でも大きな転換期と 
いえる。それまでの軍装と言え 

ば、制服と戦闘用の区別はなく 
堅苦しくて決して動きやすい代 

物ではなかつた。 
アメリカ軍は本格的な参戦を 

視野に入れて、1930年代後半 

に新型のジャケットの開発に取 
り組んでいた。従来の制服とは全 

く別の「戦闘用ジャケット」で、動 
きやすく大量 

生産が可能で、 

短期間で完成 
させるために 

その原型を民 
間で使用され 

ているウイン 
ドブレ—カー 

に求めたの 

だった。製造エ 
程も比較的単 

純なウインド 
ブレ—力—な 

らば、軍が求め 

返された。一般的に最初期のMl 

38と呼ばれるポケットにフラップ 

が付いたモデルは、特殊加工を施 

した表皮素材がしわになりにく 
く防風性に優れていた。試験的に 

採用され部隊で実際に使用され 
たが、M-38はボタンをしっかりは 

め装備品を装着すると腕が自由 
に動かせなかったことが判明し 

た^Jぅしてプリjツに改良を加 

え、より生産性の高い素材である 
ポプリンに変更された◦このよぅ 

なフイjドバックと改良が重ねら 

れM-Mは完成したが、その変遷 
は戰後の^<:-1に見られるよぅ 

に詳細に系統立てて分類されて 
はいない。 

グライダーバイロットも 
着用 

M_Mの一番の特徴は'軍服と 
は思えないラフなスタイリング 

にある。フロントはジッパ—で閉 
じられ5つのボタンでフラップを 

止める。襟は開襟の状態、襟元を 
ボタンで止め閉じた状態、襟を立 

て左右の襟をフラップで止めた 

防風の状態とスリーウェイタイプ 
を採用し、袖口やウェスト部分に 

も調整用のボタンが付いていた。 
薄手のウ—ルライニングは保温性 

も上出来で、兵からの評判も上々 
だった。 

しかし、実戦に投入されるにし 

たがって、いくつもの不具合が露 
呈することになる。まずヨ—ロッ 

パの戦いでは色が目立ち過ぎ、ポ 
プリンの耐久性も指摘された。ま 

たライニングの縮みが激しくジャ 
ケット本来の動きやすさを保つこ 

とができなかった。 

この頃、アメリカ軍は特殊部隊 
に対して専用のジャケットをデザ 

インしていた。それがタンカIス 

ジャケットであり、ェアボーン 
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左方には陸軍航空隊のパッチとファース 
トサージエントの階級章が付けられている 

「プライべ—トライアンJ 
(原題:SAVING PRIVATE RYAN) 
(1998年ドリームワークス） 
監督：スティーヴン*スピルバーグ 
出演：トム*ハンクス/トム•サイズモア/ 

エドワード•バーンズ/マット•デイモン 

DVD版はパラマウントホ™ムエンタテインメ 
ントジャパンから2500円+税で発売中 

1944年6月6日、第2次世界大戦の明暗を 
分けるノルマンディー上陸作戦が開始され、 
ミラー大尉（トム•ハンクス）率いるレン 
ジャー第2大隊C中隊は大きな犠牲を払いな 
がらどうにか上陸した。しかし、死線を超えた 
彼らを待っていたのはひとりの空挺隊員を 
捜し出し救出しろとの命令だった。7人の部 
下を引き連れて出発したミラー大尉は、途中 
ドイッ軍との戦闘でひとりまたひとりと部下 
を失っていく。ひとりの命が、8人の命よりも 
価値があるのか…？葛藤と衝突の中で物語 
はクライマックスへと向かう。 
冒頭の上陸シーンは30分問に及び、見る 

者を強引にストーリーの中に引きずり込ん 
でいく。映像のリアルさは戦争映画史上に 
残る出来映えで、まるで実写を見ているよ 
う。また徹底的にこだわった衣装や装備は、 
コレクターをも肯かせる。ミラー大尉が着相 
しているのは、当然M-41フィールドジャケッ 
卜だが、物語半ば、ライアンの手掛かりをつ 
かむシーンでグライダーパイロットが着てい 
たのも当然のことながらM-41ジャケットだ。 

また、WOWOWで7月27日から独占プレ 
ミア放送を開始する『バンド•オブ*ブラザー 
ズ』は、米国の有料放送局「H〇me Box 
Office(HBO)Jが製作したTVドラマで、「プ 
ライベート•ライアン」では描ききれなかった 
部分を、スティーヴン•スピルバーグとトム， 
ハンクスが製作総指揮を担当、同映画の製 
作スタッフと共に描いている。 
主役は米陸軍第101空挺師団第506パラ 

シュート歩典速隊E中隊。ノルマンディーへ 
の初実戦降下、オランダでのマーケットガー 
デン作戦、バストーニュのバルジ、ダッハウ 
のュダヤ人収容所解放、終戦問際のヒト 
ラーの別荘イーグルズネスト占領などの戰 
いを通じ、兵士たちの人間模様を中心に描 
いた全10話におよぶTVドラマだ。 

ジャケットやマウンテンジャケッ 

卜でもあるわけだが、本格的な 

戦争に向け生産性向上のため、 
19 4 4年頃からM143フイ—ル 

ドジャケットが順次支給される 

が、後に採用されたアイクジャ 
ケットとのパワ—バランスのた 

めに全軍に行き渡るには時間が 
かかった。こんな影響も手伝って 

M-扪ジャケットの役割は遂に終 
わることはなかつた。 

もちろんM-41フイールドジャ 
ケットは、陸軍航空隊でも愛用 

された。特にアジアの湿度の高い 
気候では薄手のジャケットは重 

宝がられ、輸送機のパイロットな 
どに使用されていた。 

またノルマンデイーに降下し 

たグライダーパイロットたちも 

着用していたが、彼らの場合は 
グライダ—を操縦して安全に着 

陸させると取り敢えずの役割を 

終え' あとは歩兵として空挺部 
隊とともに戦わなければならな 

かったので、M-iフイ—ルドジャ 
ケットを着用していたのは当然i 

のことかもしれない。 一 
グライダーパイロットや輪送一 

機のパイロットの中には、タンI 

力IスジヤケツトやエアボーンJ 

ジャケットを手に入れて着用し； 

ている者も多かつたようだ。 

正式名称は 
M.4 1フイ—ルドジャケッ 

卜」にあらず！ 

現存するM141フイ—ルドジャ 
ケットは、襟元や袖口にダメ—、シ 

を受けているものが多い。その理 
由は先にも触れたよぅに'ポプリ 

ンの耐久性の低さによるもので、 
程度の良いジャケットは入手困難 

になつている。またライニングが 
縮んでいることが多いので、サイ 

ズもワンサイズ大きめが欲しい 
ところだ。流通しているサイズ 

は"360:から38〇:が多く丁度良い 
サイズが見つけられないことが 

多ぃ。 
ちなみに、需品部のカタログに 

よれば「JACKET,Fimr-D,OD」 
(stock NO.5O1IJI210〜55|厂| 

300)とあり、M-41フイールド 
ジャケットの名称は、後に付けら 

れたことがわかる。 

映画の影響で、マ—ケットには 
良質のリプロダクションが出回つ 

ている。古くはコンバットでサン 
ダ—ス軍曹が着用していたのも 

このMI41ジャケットだ。 

店頭に逋ベられたM-扪ジャ 
ケットの向こぅに見えるのは、愔 

れだったサンダ—ス軍曹か、ニユ| 

ヒーロ ーのミラ—大尉か？ 
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4周年記念 
/ 

uング 
ju—ダムパッチ2名様 
アメリカの対テロ作戦を記念して作られ 
たパッチを2名様に。 

拡大版だつ! 

35FW 
パッチ1名様 
三沢の米空軍第35戦闘航空回の 
パッチを1名様にプレゼント。 

ワ_ルドカップ終わつちゃいま 

した…。納得行かない試合& 

判定も多々ありましたが、とりあ 
えずベルギー戦でブルーも飛 

んだし、イルハンとロビー.キー 
ンとホアキン最高！ 

と、©がサッカーにかまけている間にJウイングも創 

干1j4周年を迎ぇてぃたのた！感謝の気持ちを 

込めて、9月号づ。辟合計100名様に豪 

華グッズをプレゼントします。今月は 60名に！ 

ぜひぜひバリバリ応募してくださいね^ 

ェ溫1^ク 

❺ 
第203飛行隊パッチ 
1名様 
千歳の第203飛行隊が2001年の 
戦競で優勝した記念のノてツチです。 

〇 
第401飛行隊パッチ 
1名様 

❽ 
第6飛行隊パッチ 
1名様 

n 、ス山物浐 築城基地に所属している第8航 
C-l30Hを袭備している小牧の第1fe 空団第6飛行隊のパッチを1名 
送航空隊第401飛行隊のパッチを1名Jハノ丁ど旧 
様に。なかなかレアですぞ。 

様に。剣とサーベル、弓が重なつ 
たデザインです。 

PCCWより 

Fighter 
AcelQ 
ポスタ 
ソフト 
5名様 

■■H9 

テクノブレインより 

ほ< は 
航空管制官2 
チヤレンジ！ 
5名様 

インターネット上で 
各国の戦闘機乗りた 
ちと超多人数対戦を 
楽しむことができる、 
Windows用ゲーム 
「Fighter Ace MJの 
インストール用CDO 

ムとポスターをセツ 
卜で5名様に。 

システムソフト- 

アルファーより 

TRADING 
CARD 
GAME 

□ツクン□ール• 

エアシヨー 
1名様 
ェアロックを率いるロック 
岩崎となり、ピッツを駆って 
さまざまなアク□を決める 
Windows専用ゲーム「□ッ 
クン□—ル*エアシヨー」を 
1名様に。 

管制官となって空港の安全 
な運用を目指すシミュレー 
シヨンゲーム「ぼくは航空管 
制官」の入門編を5名様にプ 
レゼント（Windows専用で 
す)。 

WOWOWより 

バンド•オブ• 
ブラザース。％ 

ドッグタグ5名様\i 

セガより ❻ 

エア□ダンシング4 
ニュージェネレ_ 
シヨン2名様 
航空機ファンは絶対チェッ 
クしておきたい超人気フラ 

7月27日からW0W0Wで放イトゲーム「エア□ダンシン 
映される感動の戦争ドラマグJの最新作（プレイステー 

、「バンド•オブ•ブラザース」のシヨン2専用）を2名様に！ 
ドッグタグ(認識票)を5名様 
に。「命を賭けて、信じる。」 

名作ゲーム「大戦略」を今流 
+細政瓣U-テ>、ノ効-F 
TCilcBSゲームで再現した「大戦略 
名様TCG」を5名様に。とんでも 

ない珍兵器(先〇者)も参戦 
しているらしい…？ 

硫黄島決戦 
1名様 
太平洋戦争中の米海兵 
隊の分隊長となって日 
本兵を倒していくとい 
う、スリリングだけど心 
情的に複雑なゲーム「硫 
黄島決戦」（Windows 

用）を1名様に。 

mmmmiu! 

ji ，。副‘, 

[mM： 

PS 

ロック岩崎 

ぱ本❿ 
日本随一のアクロバット 
パイ□ット、ロック岩崎 
氏のフアンブック「エア 
□ック•ブック」を5名様 
に。サインも書いても 
らつたぞ！ 

RoiiMairi/ ol* 

雩》:封翁，ダ 

ロマン 
I ，n 
_木孝赛 
W新たなるものづくり”に 
無言の示唆を与えている 
過去の翼重な事例！ 

三樹書房より 

エンジンの 
□マン摩 
2名様❿ 
古今東西のエンジンの秘 
密が丸分かりのエンジン 
専門書をプレゼント。 
ジェット戦闘機について 
の記事も充実しているぞ！ 

❿ 
センチュリーより 

米軍ライター 
1名様 
フ月27日に秋葉原で 
開店する航空グッズ 
専門店「T0PGUMJ 

のセンチユリーから 
米陸軍航空隊のライ 
ターをプレゼント！ 

隱1 S3 
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郵便はがき 

1 6 2 - 8616 

<受取人> 

神楽坂3-2神楽坂Kビル 

『Jウイング'02-9J 
読者アンケート係 

フリガナ 

お名前 

か 1 ( ) 

性別 男 女 年齢 歳 職業 

ご住所〒 

e-mail (メールアドレス） 

ご希望の番号をお書き込みください。希望しない場合は空栅のままで結構です。 

■「今月のプレゼント」1つたけ記入して下 
7 \ Jさい&複数の場合、 
(P106〜107) 無効になります.， 

修「写真撮ろうよ•読者が選ぶベストショット」 

(P66-67) 

希望賞品番号 エントリーNo, 

♦ Jウイングに関するご意見ご要望をお書きください。 

恐れ入りますが 

50円切手を 

お貼り下さい 

キ：T卜：T箱 



<特集> 

r特集ドッグ•ファイト!！ 

\ついに公開!航空自衛隊新初等練習 

襖T-7 

3海上自衛隊の新啃戒ヘリSH-60K引 

き渡し 

■4：写真をとりたい人のための航空祭入門! 

⑤ 参加国最多!リムパック2002 

⑥ コブラ•ゴールド 

7陸上自衛隊東北方面隊総合戰鬪 

射擊_練公開 

す航空自衛隊美保基地航空祭 

☆ 9月号でおもしろかった記事は？ 

左の表から記事の番号を3つまで書いてください。 

()()() 

記事のどこがおもしろかったでしょうか？ 

また、「こういうものがあったらもっと良かった」ということがあったら書いてください。 

<連載> 

tこれが私の五つ星ヒコーキ 
1こ0もっとカメラを使いこなそラぜ！ 

⑪もっと、大戦機！「九七鑑攻」 

n九七鑑攻折込みポスタ_ 

13 WORLDWIDE PHOTO PRESS 

Ijtサイバー.ウオーロート キ 

「エアロダンシング4 J ^ 
⑯写真撮ろうよ リ 

⑬パッチの帝王 線 

「第302飛行隊のパッチ」 ^ 

0全国飛来機投稿情報べ_yFEVER! | 

伯熱血！航空祭レポート 

@浜田一穂の航空機のデータと図版をI 

斬る！ 丨 
⑳行くぞ!NEWSマン | 

21加藤健二郎の「それゆけ自衛隊！」 j 

n世界の博物館お宝発見ツアー | 

%飛行機ブラモ審査隊 1 

薄•よぐわかる陸自マニア入門 1 

㉕たのも一!！フラジャケ道場 I 

2S今月のプレゼント I 

㉗歴史を作った航空人列伝 I 

㉙神楽坂洋叢館 I 

^ VMB-162「MEDIA HUNTERS」 1 

☆ 9月号でおもしろくなかった記事は？ 

左の表から記事の番号を3つまで書し、てください。 

()()() 

記事のどこがおもしろくなかったでしょうか？ 

また、「こうした記事が読みたかった」というものがあったら書いてください。 

Q1,今年、行こうと思っている、あるいはすでに行ってきた航空祭•基地祭はどこでしょうか? 

陸海空自衛隊、在日米軍、海外問わず記入してください（複数回答可）。 

( )( )( )( )( ) 

Q2,今年すでにどこかの航空祭•基地祭などに行った人にお聞きします。 

行った航空祭•基地祭の名称と、その感想を教えてください。 

30リクルート，プリーズ 

31読者の情報交換べ_ジCafe de J 
Q3.いつも欠かさず読んでいる連載はどれでしょうか？左の表から連載記事の番号を選んで 

記入してください。（いくつでもOKです） 

'3?別冊付録「ミリタリー略号辞典」 I ( 
1 

)( )( )( )( )( ) 

( }( )( )( )( )( ) 

ご協力ありがとうございました! 



バンダイビジュアルより 

エアベースシU—ズ* 
航空自衛隊百里基地 
1名様 
今年の戦競でち第305飛行隊、第 
204飛行隊ともに大活躍。人気実 
力ともに高い百里基地の5部 
隊に密着したDVDを1名様に。 

アパッチ完成品モデル 
2名様 
以前のプレゼントコーナーで大人気を博 
し過ぎて担当が困り果てた、AH-64ア 
パッチの完成品モデル(モデルパワー製） 
を2名様に。 

i小学館プロダクションより 
Blue Impulse 

The Aero 2名様 
ブルーの全演技をフォ□一した 
ブJレーファン必見のビデオソフ 
卜、「Blue Impulse The Aero」 
を2名様にプレゼント。 

M AH-1 
完成品モデル 

P^1 2名様 
ベトナムで大活躍した初期型コブラAHO 
の完成品モデル（コーギー製）を2名様に。 
ウェザリングがカッコいいぞ。 _ 

B-24ビデオ 
1名様 
ゼ□戦エース小町定氏 
(34ページち見てね）と 
も死闘を繰り広げた重爆 
撃機B-24のビデオを1 
名様に。「フライングボー 
卜」とか意味不明なこと 
が書いてあるけど気にす 
るな！ 

一::::::::::V：：：；： 

X-y tS：： ■: 

Me262完成品モデル 
2名様 ^ 
今回の「マンガ航空人列伝」| 
でも活躍したメッサーシュ 遍 
ミットMe262の完成 ^ 
品モデル(CDCアーマ_製） 
をプレゼント。ダンディズ # 
ムあふれるガラント少将 
搭乗機だ！ 

卜ーネード 
完成品モデル2名様 
イギリス、ドイツ、イタリアの英知 
を結集させた戦闘攻撃機トーネー 
ドの完成品モデル(CDCアーマー 
製）を2名様に。 

i-y- ‘•ベ-:■: ■し、 

1/5賴 

ぼsi: 

ハセガワより ^ 
卜-ネード旧S從 

‘‘ブラックサンダー’5 
1名様 
真っ黒な卜ーネードIDSに黄色と赤の 
稲妻が走る、ドイツ空軍第31戦闘爆撃 
航空団の記念塗装機“ブラックサン 
ダを1名様にプレゼントします。 

米ミ毎軍のブルーエンジェルスが使用し 
ていたF-4を〗/48のビッグスケール 
で再現！フアントムフアンならぜひ卜 
ライして欲しい。 

「メンフィス■ベ 
ル」で有名な4発 
重爆日-17(3の1/ 
72プラモ。人と 
して生まれたか 
5には一生に一 
度は4発重爆のプ 
ラモを作ってみ 
たいですな。 

サニーより 
M3スチユアート^^ 
“HONEY” T 名様 

第二次大戦中の米陸軍軽戦車M3スチュァート 
のキットを1名様に。日本陸軍の主力■ 97式中 
戦車はコイツに手も足も出なかったのだ… 

読者アンケートはがきに、ご希望の賞品番号と郵便番 

号、住所、氏名、性別、年齢、職業、電話番号に加え、ア 

ンケートの回答をご記入のうえご応募ください。なお当 

選者の発表は、2002年11月号のこの欄で発表させて 

いただきます。みなさま、ふるってご応募ください！ 
1=藤原誉雄、高星輝明2=鎌倉聖3 =若杉弘幸4 =宮崎知幸5 =伊藤一義 
6二中村浩二7=和田亘平8=太田弓人9=山下正木、鹿島祐輔10=桜井 
愛美、翁長龍太郎11二斎藤正、中川昌也12 =林直哉、大山勝行13 =岩田忠、 
藤田恭兵14 =波多野芳郎15=岩橋進治16 =水谷亮晴 

みなさん、たぐさんの 
ご応募ありがと5ご 
ざいました:。当通され 
た芳のお名節は次の 
通りです通称略〉 

■ 
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歴航 

爆撃機として 
初陣を彩つた 

メツサーシュミツト 
M e262 

だが 
ヒトラ—の予想を 

はるかに超え一 

連合軍の進撃 
速く、そして 

凄まじかつた 

M e262爆撃機は 
敵を燸擊するどころ 

ではな< 

爆弾をftJえたまま 
K々と前線基地か6 

の撤退を繰り返して 
いる有り様なのです 

今我々に必要なのは 
ドイツの空を守るべき 

戦關機です 

M e262爆擊機ではな< 
迎擊機としてのM e262 

なのです 

やむを得まい 

爆擊型の生産 
と平行して 

ハ^?^^^^^^^^^^ 

纏鱗 
議霧mc 

Me262を 
戰闘機として 

使明することを 



ホーム•ページ：[たなかてつおの航空漫画]http 

「シュワルベ」との 
遭遇を目前にした 

連合軍の爆撃機と 
護衛戦闊機にとつて 

その脅威は 
計J知れないものだった 

ノヴォトニ—少佐 

Me262の戦闘機型 
「シュワルベ{燕)」は 

まだ0機しか揃って 
いない 

そして 
その君たちが相手に 

するのは. 

この空を覆い尽くす 
雲霞のごと含 

敵の大群なのだ！ 

11 

英国空軍が誇る f 
戦略偵察機 

デ•ハビラ犠 
「モスキ—i 

7月i 

機数など間題 
ではありません 

ガランド総監 

シュワルベが持つ 
偉大な力は 

数千のレシプロ迎_機 
にe敵して余りある 

ことでしょう！ 

i 

^1# 

ドこが fy 3^ 

いかに燕の力が 
強力でも：： 

あまりにも巨大な 
イナゴの大群！ 

もはや 
すべてが週い 

の力も：： 

(P^! 
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一撃で 
仕留めろ！ 

仕留めた6 
そのまま離脱 

ただちに反転して 
次の獲物をねらえ！ 

格_戰など 
望まなければ 

我々は 
永遠に撃とされる 

ことはない！ 



GRUMMAN F-14 TOMCAT 
David Baker著商品番号：211-00071税込価格：8,064円 

rそろそろ運用の最終期に入りかけて 
いるF-14トムキャットだが、マニアの間の 
人気は一向に衰える気配がない。 
本書は前述のF-111と同じ英クロー 

ウッド社エビエーシヨンシリーズの1冊と 
して刊行されたもので、ご多分に漏れず 
このシリーズも著者による内容の充実 
度に違いがあるが、本書の著者デビッ 
ド•ベイカーは米空軍とNASAに長く在 
籍した技術者(博士号を持つ）であり、そ 
の記述は綿密で信頼性も高い。 
構成としては最初にF-14クロノロ 

ジー(年表)と略語表が掲載され、大きく 
5章に分けられた本文へと続く31章 
「TFXからVFX」では、太平洋戦争中に 
大勢力を築き上げた米海軍空母機動 
部隊が、戦後いったんは縮小されたも 
のの冷戦の激化により強化、近代化さ 

れた歴史から説き起こされ、巨大化する 
ソ連海軍と空対艦ミサイル搭載爆撃機 
登場を背景として、強力なFAD(艦隊防 
空）戦闘機開発が急務となり、ミサイリ 
ァー計画やF-111Bの失敗を経てFイ4 
の開発に至るまでが解説される。2章 
「可変翼の猫族jでは、様々な設計案の 
中からVG翼デザインが選ばれ、多くの 
新技術を駆使して最強の艦上戦闘機 
が誕生するまでの過程を記述、製作途 
上や強度試験中の写真なども交えて 
突っ込んだ技^1?的解説が加えられてぃ 
る03章「トムキャットの台頭」では、コスト 
の高騰に悩まされつつ続けられた量産 
と、幾らか困難な状況を助けることに 
なったイランの発注など、また4章「牙と 
爪」ではF-14のウエボン、FCS(射撃管 
制装置）、エンジン、TAR PSなどが解説 

され、特にミサイル関係については誘導 
システムだけでなく、炸薬、信管、ロケッ 
トモーターなどについても詳しく解説さ 
れている。最後の5章「徘徊するトム 
キャット」では、艦隊配備されてからのF- 
14の活動の解説で、2度にわたりいず 
れも圧勝に終わったリビア機との交戦 
や湾岸戦争などが記述される。またこの 
章では多数計画•提案されたF-14発展 
モデルやLANT1RN装備などの解説も 
行なわれている。 
本書全体を通していえることは、技術/ 

装備面での詳細な記述もさることなが 
ら、時代背景などの包括的な視野に 
立った解説が巧みに織り込まれている 
ことであろう。巻末には全トムキャット•ス 
コードロンの来歴の解説がある他、詳細 
なインデックスも付されている。 / 

これも 
可変翼 
だぞ！ 

17 f T ィ / 4 nrkJ/4 ア Peter E.Davies ana Antnony M-Thornborough 共著 
商品番号：211_00051税込価格:9,545円 

世界初のvg翼戦闊機、GD F-111の波乱の生涯 
F-111は、ケネディ政権によっ 

てフォード社副社長から国防長官 
に抜櫂され、経済効率至上主義 
を掲げて辣腕をふるったロバート 
S.マクナマラが強引に進めた空- 
海軍共同開発戦闘機計画として 
誕生した。もともと無理のある計 
画だったため海軍型F-111巳は結 
局開発中止となり、空軍型も初期 
故障に悩まされるなど、当初は問 
題の多い機体という印象が付き 
まとった戦醒|機だった。しかしべ卜 
ナム戦争に参加し、最初はトラブ 
ル続きだったものの次第にその 
実力を発揮し始め、やがて東西冷 
戦における西側航空戦力の要と 

もいうべき存在にまで成長した。 
本書はそのF-111の有為転変 

に満ちた生涯を、ベテランライ 
ターであるアンソニーM.ソーン 
ポローが若手のビーターE.デイ 
ビ_スと組んで詳細に解説したも 
のである。まず略語表と元F-111 
パイロットの序文、F-111関係 
パッチ写真集が掲載され、10章 
に分かれた本文へと入るが、1章 
は可変後退翼の歴史を含めて、 
TFX計画としてスタートした本機 
の開発の過程が記述される。 
なお題名のフライング•エドセ 

ルとはF-111の非公式ニックネー 
ムの一つで、マクナマラがフォー 

ド在籍時代に開発に関与し、商業 
的に失敗作となった車の名前エ 
ドセルに引っ掛けたもの。以下2 
章は開発中止となった海軍型F- 
111B、3章はベトナム戦争に派遣 
されたF-111Aの活動（コンバッ 
卜•ランサー/コンスタント•ガード 
作戦）、4章は戦略爆撃機として 
SACに採用されたFB-111Aとそ 
の改造型F-11 1G、5章は英アッ 
パーヘイフォード基地に長期間 
展開して共産圏ににらみを効かし 
たF-111EとEF-111A、6章はアビ 
オニクスを一新したものの配備 
が遅延したF-111D、7章は最終 
量産型でやはり英レイクンヒース 

に展開し、後にぺイブ、タック• 
レーザーポッドによりエルドラド• 
キヤニオン作戦（リビア爆撃）の 
主役となったF-11 1F、8章はF- 
111FとEF-111Aの湾岸 
戦争における活躍、9章は 
オーストラリア空軍採用の 
F/RF-111C及び追加導入 
したF，111G、10章は 
USAFEから弓Iき主iげて米 
本土に再配備されたもの 
の短期間で全機退役と 
なった経緯、といった順で 
記述される。 
本文には写真、図版が 

多く挿入されている他、囲 
み記事として各種キーワー 
ドが解説されているため分 
かり易い。巻末には各型要 
目表、個別履歴付きプロダ 

クションリスト、空軍配備部隊リス 
卜(期間、テールコード）もつけられ 
ており、資料面でも充実した1冊 
となっている。 

LEGENDS OF THE AIR1:f-86 sabre mg-i5 ta got,ha wker hunter 
Stewart Wilson著商品番号：211-00237税込価格:4,841円 

1950年代を代表するジxット戦闢機3機種をまとめて解説 ノ 

ジェット 
ファイタ_の 
黎明期を 
知る！ GOODS 8c BOOKS 

本書は、オーストラリアのエア 
ロスペース•パブリケーションズ 
が新たにスタートした「レジェン 
ズ•オブ•ジ•ェア」（空の伝説）シ 
リーズ第1集として刊行されたも 
ので、1950年代の代表的ジェット 
戦闘機であるノースアメリカンF- 
86セイバー、ミコヤン•グレビッチ 
MiG-15、ホーカー•ハンターの3 
機種を1冊の中で解説し、その他 
に特別の1章を設けて朝鮮戦争 
におけるセイバー対ミグの戦いを 
解説している。 

3機種の解説は、それぞれ4章 
から構成され、1章：開発経過、2 
章：各型解説、3章：ォぺレーター 
各国、4章：フライトとミッションの 
順で記述されている。1章では各 
メーカーの歴史と生み出された主 
要な機体の紹介と、主人公となる 
機体の誕生の背景、実用化まで 
の過程などが簡潔に解説され、2 
章では3機種ともバリエーション 
が非常に多いにもかかわらず要 
領よくまとめられており、F-86の場 
合はFJフユリー系、ミグの場合は 

MK3-17にまで範囲を広げて言己述 
されている。3章のオペレーターに 
関しても、セイパーとミグは非常に 
多くの国で使用されたわけだが、 
キッチリと解説されている点が素 
晴らしい。4章はF-86の場合、オー 
ストラリア製セイバー.CA-27を 
操縦していたRAAF(豪空軍）パ 
イロットの手記、ミグの場合はオー 
ストラリアにジェットウォーバード 
として輪入されたMiG-15UTI複 
座練習機のチェックフライトを担 
当した退役RAAFパイロットのイ 
ンプレッシヨン、ハンターの場合 
は英空軍テストパイロットスクー 
ルに派遣されて日常的にハン 
ターを乗りこなしていたRAAFパ 
イロット、及び交換ハ。イロットとし 
て英海軍のハンターを操縦した 
RAN (豪海軍）パイロットの手記 
がそれぞれ掲載されており、実際 
に飛ばした人間ならではの具体 
的かつ迫真の記述が興味深し、 
全編にわたってモノクロ写真と 

図版多数が挿入されている他、力 

ラー写真ページ（それぞれ4、3、8 
ページ）と各5ページずつの力 
ラーイラスト集も組まれている。ま 
た各主要モデルのスペック表、シ 
リアルナンパー表（セイバーとハ 
ンターのみ）を掲載するなど、欧 
米の出版物に較べると価格の割 
に非常に盛りだくさんでサービス 
精神旺盛なことが目立っている。 

総評/松蝻豊一 

今月の神楽坂洋書館は，可変翼あり、オールド 
ジェット機あり、セスナ(あの軽飛行機の話じゃあり 
ません)あり、撃墜の話あり、そして海に舞台を移し 
て駆逐艦の話ありと興味深いジャンルの本がズ 
ラッと並びました。 
どの本から読んでもおもしろいですよ。 

憂強の戦闘機 
トムキヤツト” 
を知るつ 

大人気トムキャットの 
全容解説本の決定版だ 
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輕飛行機 
だけじや 
ありません 

CESSNA WARBIRD : 
A DETAILED & PERSONAL HISTORY 

of CESSNA S INVOLVEMENT 

in THE ARMED FORCES 

WaltShiel著商品番号:211-00034税込価格:5,723円 

セスナ製軍用機の全解説という 
ユニークなテーマに取り組んだ1冊 
セスナといえば我が国では軽 

飛行機の代名詞となった感があ 
り、マスコミなどではパイパーだろ 
うがビーチだろうがみんな「セス 
ナ機」で';萏まされてしまうほどであ 
る。そのセスナ社も現在までに非 
常に多数の軍用機を米三軍、及 
び諸外国向けに生産しており、そ 
の中には0-1、0-2、OA-37といつ 
たマニア好みの機体も少なくな 

い。 
本書はセスナ製軍周機にこだ 

わりを持つ元空軍パイロットで、T- 
37、丁-41の教官としての経験が 
長いウォルト*シール退役中佐が 
その全貌解明に取り組んだ力作 
である。なお中佐はEAA(全米自 
作機協会)、ウォ-パード•オブ•ア 
メリカなどに籍を置く自家用機 
オーナー（近く02を購入する予 
定という）であるのに加え、航空 
雑誌、協会誌などに寄稿を続ける 
著名なライターでもあり、本書が 
単なる元軍人の回顧録などでは 
なく、マニア的視点から書かれた 
エンスージアスティックな1冊で 
あることがご理解頂けよう。 
本文は全17章に細かく分けて 

記述されているが、1章でクライド 
V.セスナが1911年に航空機製 
作を志し、曲折を経て1928年にセ 
スナ社を起こし、その後の隆盛に 
いたるまで、2章で米軍用機の命 
名法の変遷とシリアルナンバー 

に関する解説、6章でFAC (前線 
航空管制機）用ウIボンの解説 
が行なわれている他は、残る14章 
ごとに各1機種の解説となってい 
る。 
掲載機を順に挙げると、同社最 

初の軍用機となったC-106全木 
製軽輸送機(試作のみ）、初の大 
量採用機となったT-50(軍用名、 
AT-8/-17、UC-78)ボブキャット双 
発練習，輸送機、セスナ195の軍 
用型LC-126、ベトナムでも使わ 
れた傑作機レ19/0-1バードドッ 
グ、セスナ310の軍用型U-3ブ 
ルーカヌー、1950年代に開発さ 
れて以来現在も米空軍初等練習 
機として使用されているT-37トゥ 
イート、T-37改造の軽攻撃_FAC 

機AT-37ドラゴンフライ、前後双 
発•双テールブームのFAC機*〇- 
2スカイマスター、セスナ172の軍 
爾練習機型T-41メスカレロ、ジー 
ベル社を吸収して開発されたYH- 
41軽ヘリコプター、U-17(セスナ 
185)、サイテーションの海軍航法 
練習機型T-47、不採用におわっ 
たJPATSなどで、いずれも開発、 
運用史が詳しく記述され、ベトナ 
ム戦争に投入された機種はその 
戦歴が詳細に紹介されている。 
またフライトマニュアルからとら 

れた図版、スペック表（細かい点 
まで記載）が掲載されているのも 
貴重だ。 

ri7\7Wir 417/7717Kari Stenman and Kalevi Keskinen 共著 
LtJyilULAlVilt J4商品番号:211-01274税込価格:3,812円 

押し寄せるソ連空軍相手に獅子奮迅の活躍を見せたジ 
フィンランド戦闘機隊 

^驚異的な， 
撃墜率を誇った 
フィンランド 
空軍！ 

第二次大戦の陰に隠されてほ 
とんど知られていないことだが、 
北欧の小国フィンランドは大国ソ 
連の領土侵略戦争に対して果敢 
な防衛戦を展開した。中でもその 
戦闘機部隊は数量面での圧倒的 
優勢を誇るソ連空軍を相手に、史 
上まれに見る勝利の空戦記録を 
残し、多数のエースを輩出した。 
本書はオスプレー•エビエー 

ション♦エリート•シリーズ第4集と 
して、フィンランド空軍戦闘機隊 
とパイロット逵の目覚しい活躍、 
及びその乗機のカラーリングに 
ついて詳しく紹介したもので、本 
のタイトルはノノ連との開戦時 
フォッカーa2iを装備して迎撃戰 
を一手に引き受けた第24戦闘飛 
行隊（LLV24〉を表している。 
本文は5章に分けて解説されて 

おり、1章では対ソ連戦争が始まる 
直前までのフィンランドの軍備状 
況の説明、2章は、1932年に締結 
された不可侵条約を無視したソ連 
軍侵攻により1939年11月に開始 
された「冬の戦い」の解説で、200 
機以上の大編隊で来襲するソ連 
爆撃隊を、わずか35機のCL21(固 
定脚、ブリストル*マーキュリー 
830hp、最大速度460km/h)で迎 

え撃って大損害を与えた空戦の 
様相が記述される。3章は1940年 
6月のドイツによる対ソ侵攻「パ 
ルバロッサ作戦」の直後に始まっ 
た第2次フィンランド■ソ連戰争に 
おける同空軍の活躍で、ここでも 
アメリカ製のブリュースター•バッ 
ファローに機種改変したLLv 24 
が最大の活躍を見せる。4章は戦 
線が固着した状態となった1942 
年1月以降の戦いの解説で、この 
頃になるとソ連個]はレンド 
リースによりハリケーン、 
P-40などを大量に入手す 
るが、フィンランド個jは40 
機程度のバッファローで 
有利な戦いを展開した。5 
章は、その後やむを得ずド 
イツに#妾近したフィンラン 
ドがメッサーシュミット 
巳H09Gを購入して戦闘 
機隊の近代化を遂げ、 
1944年6月に大攻勢をか 
けてきたソ連軍を迎え撃 
つ過程の解説である。 
結局フィンランドはいく 

らかの領土をソ連に割譲 
し、連合国側に加わって 
対独戦に踏み切ることで、 
バルト3国のようにソ連に 

飲み込まれることを逃れるのだ 
が、ここまで持ち応えられたのは 
極度に不利な情勢にあっても常 
に10:1という撃墜率を維持し続 
けた精強な戦闘機隊パイロットの 
活躍があったればこそといえよう。 
10ページにわたってエース乗機 
のカラーイラスト（巻末に詳しい 
説明付き）が掲載されている他、 
歴代司令官/エース/損失機がリス 
トアップされている。 

"海の狼” 
駆逐艦を 
知るつ！ 

MODERN U.S. NAVY DESTROYERS: 
ENTHUSIAST COLOR SERIES 
商品番号:215-00181税込価格:2,856円 

地味な存在ながら米艦隊の攻撃と守備のカナメとなる 
駆逐艦の世界 

_3プ 

I 
ここで紹介している本は、"のりもの倶楽部”で取り扱つています 
ド楚⑼相5ぢ ご注文，お問P合わせはこちらまで 
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(JR •地下鉄飯田橋駅より徒歩2分)電話:03-3267_2724 

久しぶりに艦船本を1冊ご紹介 
しよう。本書は現在の米海軍駆逐 
艦隊を構成する2種の駆逐艦（ス 
プルーアンス級とアーレイバーク 
級）を特集したもので、我が国護 
衛艦のお手本ともなったこれらの 
優秀な艦を多数のカラー写真を 
交えて様々な面から解説してい 
る0 
全体は5章に分かれており、1 

章では1880年代に英国で誕生し 
た後、第一次大戦では対潜水艦 
戦の主役となり、第二次大戦では 
対潜、防空、艦隊護衛、レーダー 
ピケットなど多様化した米海軍駆 
逐艦の任務と、それに合わせた発 
達過程、そして今日の近代的駆 
逐艦が誕生するまでが解説され、 
現在の米海軍駆逐艦隊 
(DESR〇N)編成表で締めくくら 
れている。2章は7◦年代に就役を 
開始した8000tクラス•ミサイル駆 
逐艦スプルーアンス級の写真と 
解説で、ゴテゴテと兵装を満載し 
たソ連艦に較べて、目に見える兵 
装は127mm単装砲塔2基とミサ 
イルランチャ~1基のみというあ 
まりにスッキリした外見が当初物 
議を醸した艦だが、実際には攻撃 
力はおろか各種センサー、通信装 
備なども第一級の能力を誇る艦 

営業時間:11時〜20時(土•日は18時まで）定休日:木曜日 

である。3章ではステルス性とイー 
ジスシステムを持つ最初の駆逐 
艦として90年代に入って就役を 
開始したアーレイバーク級と、へ 
リコプター搭載能力を獲得したそ 
の後期型(フライトIIA)が解説さ 
れ、4章は駆逐艦のウエボンシス 
テム紹介で、甲板上のランチャー 
やVLSから発射されるスタンダ_ 
ド、RAM、トマホークなどのミサイ 
ル、SH-60Bから発射されるペン 
ギン空対艦ミサイル、それに 
127mm砲、バルカンファランク 
スClWS、魚雷発射管などが写真 
とともに解説されている。5章は未 
来の駆逐艦に向けての考察で、 
ステルス性を徹底的に追求した 
シーシャドウの写真も挿入されて 
いる。 
現在米海軍は両クラス併せて 

50数隻の駆逐艦を保有するのみ 
だが、一昔前の駆逐艦に較べる 
と排水量は2倍以上となっており、 
戦闘能力、航洋性、居住性（これ 
が悪いと駆逐艦乗りがいなくな 
る）などあらゆる面で大幅な進歩 
を遂げていることが分かる。なお 
巻末には略語表、両クラス駆逐 
艦の艦名リスト、及びインデック 
スが付けられている。 

113 



desktop model fan 
椎出版社刊 
定価1800円+税 
A4変形版(144P) 

完成済みヒコーキ模型天国 
プラモデルと比べ高価なものの、時間に 

追われる社会人などに人気の完成品模型。 
今回、完成品飛行機模型の魅力をクローズ 
アップしたムックが刊行された。 
紹介している機体はライトフライヤーから 

F-2まで古今東西多岐にわたり、マルシン、 
コーギー、アーマー、小西製作所など各メー 
力_のモデルが勢揃いしている。模型の紹 

介を通じて航空史の簡単な解説がなされ 
ているのは嬉しい。他にも博物館紹介、ディ 
スプレイ時のアイディア、写真撮影方法、 
推薦ショップ紹介まで収録されるなど、気の 
きいた作りになっている。 

ゲリラの戦争学 
文藝春秋刊 
松村劭著 
定価700円+税 
新書版(220p) 

「弱者の抵抗」ゲリラ戦とは？ 
同時多発テロ以降、テロやゲリラ戦はい 

やが上にも注目を受ける存在となった。し 
かしテロに限らず、軍事的弱者が強者に対 
して不正規戦を挑むスタイル「ゲリラ戦」は 
紀元前から存在する。 
本書では、ナポレオンのスペイン戦役、 

ベトナム戦争、ソ連のアフガン侵攻、そして 
米国同時多発テロなど、著名なゲリラ戦の 
記録からゲリラ戦の本質、対ゲリラ戦の要 
件、テロとゲリラの相違点などを探る。日本 
もゲリラ、テロに決して無関係ではなく、自 
衛隊にもゲリラ•テロ対処能力が必要とさ 
れていることがよく分かるだろう。 

実録 
参謀たちの戦争学 
立風書房刊 
定価1400円+税 
B5版（194p) 

国難に全能を傾けた参謀たち 
陸海軍参謀の列伝、名参謀として名高 

い石原莞爾や井上成美の生き様を描いた 
コミックなどを通じて、そもそも参謀とはf可 
なのか、そして日本を救えなかった參謀た 
ちの功罪などが理解できる一冊。特に源田 
実、黒島亀人、宇垣纏など特徴的な参謀た 
ちの人物伝は一読の価値がある。同社発 
行の漫画シリーズと併読するのもいい0 
他にも陸軍の野戰砲や91式航空魚雷 

の詳細解説記事、マレー電撃戦やミッド 
ウエー海戦の再現ジオラマといった記事、 
また日露戦争の連載マンガなどが収録さ 
れ、ごった煮的内容となっている。 

オスブレイ軍用機シリーズ23 
第二次大戦の 
フランス軍戦闘機エース 
大日本絵画刊 
バリー•ケトリー著柄澤英一郎訳 
定価1800円+税 
B5変形版(102p) 

第二次大戦緒戦でドイツに破れ壊滅し 
たフランス空軍。しかし仏全土が占領され 
た後もゾヽイロットのある者は英軍やソ連 
軍に加わりドイツ軍と戦い続け、またある者 
はナチスの傀儡であるヴィシー政府に参 
加し連合軍と戦火を交えた。 
おそらく当時の世界で最も数奇な運命を 

迪ったといえる、知られざるフランス人戦闘 
機パイロットたち。本書は彼らの戦歴が紀伝 
体式に説明されている貴重な資料といえる 
だろう。エースたちの乗機も仏、米、英、ソ連 
と極めてバラエティーに富んでおり、カラフ 
ルな塗装も非常にフランス的で楽しめる。 

今月の本も多彩なジャンルが集 
合。またビデオ映画にはナム載も 
のが2本、DVDにはF-22とハリ 
ア_の人気者コンビと映像系も 

.：；：：：. . 〇 . 

作でK号泣間違“ナシの傑作小 
::；：：：•；:::始::.•r：.'>：kc:::'r：•，七•■.•《' ■.•ゃ..二“.-_的-:r.w... 

親を箱介するぞf 
L 卜、マ: 

：：：：-： .. . 

ワイルド•ブルー 
アスペクト刊 
スティーヴンE.アンブローズ著 
鈴木主税訳 
定価1900円+税 
四六版(382P) 

紅のアントノフで 
ユーラシア大陸横断 
文芸社刊 
佐藤亨著 
定価1800円+税 
四六版（516p) 

；知られざる 
:戦争報道の舞台裏 
:アリアドネ企画刊 
:軍事同盟研究会編 
:定価2200円+税 
:四六版(216p) 

生存率50%* • *B24の死脚 赤いアントノフ颠末記 
米国のリベラル派政治家であるジョー 

ジ•マクガヴァンは第二次大戦中、大型爆 
撃機B-24の機長兼操縦士だった。その戦 
争体験を「バンド•オブ•ブラザース」の著者 
が'ノンフィクションとしてまとめ上け1た。 
戦いの舞台は枢軸軍が弱体化した1944 

年からなので、日独のような悲壮な霹囲気 
はない。それでも連日の爆撃行で激しい反 
撃に遭い、紙一重の生還をいくども体験す 
る彼らの姿から、クルーたちの厚い友情、政 
治家マクガヴァンを形作ったリーダーシッ 
プ、また現在の米空軍の原型である陸軍航 
空隊の雰囲気を感じ取ることができる。 

平成11年、日本人がアントノフAN-2に 
乗ってユーラシア大陸横断を果たし、第二 
次世界大戦後にはじめてソ連領を有視界 
飛行したことを覚えている方もいるだろう。 
本書はその真っ赤な複葉機AN-2 •愛称 
“アンドラちゃん”を操縦したクルーの一^人 
であった佐藤亨氏が記した、チェコから日 
本までの記録である。 
居ながらにして空の旅を満喫できる軽快 

な筆の運びも楽しいが、チェコ•ポーラン 
ド•リトアニア•モスクワなど、東欧，ロシア 
の生活や人々の反応も面白い。ユーモアと 
生きる力にあふれたエッセイ。 

: 世界各地で起こっている紛争のニュー： 
:スは毎日流されているものの、果たしてそ： 
:れは本当に的を射た報道なのだろうか。こ： 
:の本では、新聞やTVなどの大マスコミが見： 
:落としている、あるいは誤解している戦場の： 
:実情が、自ら最前線に乗り込む本物の軍事： 
:ジャーナリストたちによって暴かれているQ : 
: アフガンやチェチェン、^^レスチナなど、： 
:現地取材から得られた生の情報は必読。特： 
:に本誌でも人気の加藤健二郎氏が記すレ： 
-ポートは刺激的だ。ただ、写真を周いるべき： 
:箇所にイラストが多用されている感があり、: 
:少し寂しい気も。 ： 
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地獄の黙示録特別完全版 ©2000 Zoetrope Corporation,All rights reserved. 

発売元日本ヘラルド映画販売元ポニーキャニオン 
監督フランシス•フォード•コッポラ 
出演マ ーロン.ブランド、マーテイン•シーン、ロバート•デュパル 
定価16000円+税(VHSビデオ）収録時間202分発売中（レンタル中) 

狂気の記憶•完金販 
ベトナム戦争下のサイゴン。米 

陸軍情報部所属のウィラード大 
尉は、ジャングル奥地で原住民た 
ちを統率して殺戮を繰り返してい 
る歴戦の勇士 _カーツ大佐の暗殺 
を命じられる。巡視艇に乗ってナ 
ン川をさかのぼり、カーツ大佐を 
探すウィラードとその部下たち。その道中、彼らはこの世のものとは思えない極限状況に次々 
と遭遇する。 _ 
物語前半のUH-1編隊の戦闘シーンがあまりにも有名な本作だが、後半の哲学的場面が 

戦いにとりつかれてしまった者の狂気を象徴しているといえるだろう。 

■ ■ ン. :你.：• .. :... ■- •%" • 
•く喪::.‘ .-、パ ：:::•： ■ ’成、 

壮絶、凄慘、苛烈…男たちの魂の物語3 
第二次大戦中、英国の経巡洋艦「ユリ 

シ_ズ」は援ソ物資輸送船団の護衛艦とし 
て北極海に出撃する。しかしその輸送船団 
はドイッ艦隊をおびき出す％めの园船団 

病を押しT#橋に立つ艦^ヴァレリーの 
卓越した指揮にもかかわらず、輸送船団と 
護衛艦隊は押し寄せる敵攻撃機Hel11• 
Ju87の爆撃やUボーhの雷撃、そして荒れ 
狂う北極海の暴風雨によって次々に失われ 
ていく。自らも壊減的なダメージを負げなが 
ら、不屈の闘志で船団を護り続げるユジシー：: 
ズとその乗組員。しかし、:ついに彼らめ前に；: 
欧州最強戦艦ティルピッッ率いるドイッ艦 
隊がその姿を現す…; 
これ以上ないほど悲惨で困難な状況で 

こそ発揮される、海の男たちの強い責任感" 
や自己犠牲精神、友情とリーダーシップ。そ 
れを時に激しぐ時に感傷的に描いたこの；く 
小説は、ミリタリーファンなら一度は読んで 
おぐべき不朽の名作である。 

.； 耆：ベ:. 

タイガーランド 
20世紀フォックスホームエンターテイメント発売 
監督ジョエル*シューマカー 
出演コリン•ファレル、マシュー•デイ 
ヴイス、クリフトン•コリンズ-Jr 

定価11000円+税(VHSビデォ） 
8月2日発売•レンタル開始 

'■ [:棚心 

信念とは、勇気とは何か？ 
ベトナム戦争下のアメリカで、米兵たちは 

「タイガーランド」と呼ばれる演習場で実戦さ 
ながらの訓練を受け、戦地ベトナムへと送ら 
れていた。そんな中、ルイジアナ州ポーク基 
地のある小隊では、戦争に反抗する二等兵_ 

ボズが反戰の信念に基づき抗議行動をとつ 
ていた。苦しむ仲間を除隊へと導いていくボ 
ズに、小隊の若者たちの心は揺れ動き、やが 
て戦争の真実の姿に気づいていく。 
地味ながらドキュメンタリータッチで登場 
人物の心理描写を細かく描き、ベトナム戦 
争の裏面を捉えた佳作。 

©2002 Twentieth Century fox Home Entertainmentjnc. 
All Rights Reserved 

MAGAZINE & BOOK 
モデラーズ•アイ3 
メツサーシユミツト 
Bf109G-6 
大日本絵画刊 
定価2400円+税 
B5変形版(88p) 

グスタフ 

ビッグサイズBfl09Gを作ろう 
飛行機ブラモの雄ハセガワが満を持し 

て送り出した1/32スケールのBH09G-6と 
G-14。細かいディテールとビッグスケール 
ながら作りやすい親切設計が評判の好キッ 
卜だ。そのBf109を作る際に読んでおきたい 
ムックが発売された。 
オリジナル塗装の残る実機の細部写真 

や当時の写真からの考察、写真では理解し 
にくい箇所のイラスト、ドイツ機の専門家阿 
部孝一郎氏の解説など、模型製作の参考と 
なる資料がこれ一冊で揃う作りになってい 
る。製造時期や生産された工場によって生じ 
る細かい変更も網羅しているのがすごい。 

世界の傑作戦闘機 
F-22/ハリアー 
発売元カルチユア*パブリツシャーズ 
販売元パイオニアLDC 

定価4700円+税 
収録時間101分 
(DVD版のみ） 

人気2機種の競演 
着々と量産に向けて開発が進むF-22。そ 

の実力と技彳衍製造開発を支えたスタッフた 
ちの物語を紹介し、F-22の豊富な資料映像 
から開発秘話を探る。1997年にジョージア 
州マリエッタで行われた初飛行の映イ象は必 
見。また、ライバルだったYF-23も登場する。 
さらに、フォークランド紛争や湾岸戦争な 

どでその能力を実証したハリアーの全貌も 
紹介。ハリアーを操縦したパイロットの感 
想、スペイン海軍のAV-8Bマタドールの訓 
練など、開発から実戦参加までを徹底的に 
解説している。 

第一次世界大戦 
ドイツ航空隊エースの 
塗装とマーキング 
モデルアート刊 

定価2700円（税込み） 
B5版（196p) 

複葉のエースたち 
航空機同士が戦う初めての戦争となっ 

た第一次大戦。戦いの中で5機以上の敵機 
を撃墜したパイロットはエースと呼ばれ尊敬 
されたが、特にドイツはリヒトホーフェン大尉 
をはじめとして多くのエースを生んだ。 
リヒトホーフェン、ウーデット、ヤコプス、ベ 

ルクホルトなどの伝説的エースの搭乗機と 
塗装、そして彼らのバックボーンを知るため 
の簡潔な伝記と航空隊の戦績などが説明 
されているのが本書。なんと大型爆撃機の 
1/48フルスクラッチビルド模型も掲載され 
ており、模型を通じて第一次大戦の航空戦 
を理解できる貴重な一冊。 

別冊宝島650 

ジパング 
パーフェクトBOOK 
宝島社刊 
定価857円+税 
B5版（112p) 

「ジパング」ワールド徹底解剖 
今最も注目を受けているマンガといえ 

ば、かわぐちかいじ氏の「ジパング」だろう。 
その「ジパング」を様々な角度から検証、解 
説を加えたのがこのムックだ。 
かわぐち氏のインタビューから始まり、 

キャラクター分析、「みらい」のモデル「きり 
しま」の内部レポ_卜や当時の歴史、艦艇 
や航空機の性能表などのスタンダードな 
データを掲載。さらに護衛艦内の生活、「新 
しい日本」構想の推測、当時と現代の軍装 
比較などの新しい切り口から「ジパング」を 
解説。これを読めば「ジパング」への理解が 
飛躍的に高まることは間違いない。 
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• 響大森 
第一勧銀 薬品 

IHZSS* 
lm 

トナカィ< 

神田川 神田川 

公 

m 

不要のプラモデル買い取ります。 k常時受付中 

，.二 

■ メパメ|0 秋葉原 TEL：03(3851)4196 

^^4 7 ’/卜本店 FAX：03(3851)4197 
http://www.Jeonardo-co.jp/ 
〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町4一1美倉橋ビル1F 

2©3〇4© 
仙台、本店、横浜、名古厘、千葉、池袋で 

同時開催 

横浜レオナ/レR 2 
〒231-0015横浜市中E尾上町6—89尾上町スカイビル2F 
TEL: 045 (641 )0146 FAX：045 (641)0147 
千葉レオナ，レK 3 
〒2B0-0015千葉市中央区富士見2—3—1塚本ビル3F 
TEL:043 (201) 0-450 

名古屋レオナ/レI； 4 
〒453-0002名古屋市中村医名駅2—42—12三光ビル4F 
TEL:052 (588) 7855 FAX:052 ¢588) 7856 
熊本レオナ/レK 7 
〒860-0834熊本市江越1-6-12 
TEL/FAX:096 (378) 8070 

仙台レオナ/レK 8 
=fl04-0045仙台市青葉区一番町一丁目8—10京成一番町ビル3F 
TEL/FAX:02S (722) 7455 

池袋レオナル！;'9 
X170-0013東京都豊島E東池袋1-23—13岡村ビル2F 
TEし:03 (5956) 7301 FAX：03 (5956) 7302 
大阪レオナ，レ|C10 
〒532-0011大阪府淀川区西中島5—11—9新大阪中里ビル2F 
TEL：Q6 (6889) 2820 FAX：06 (6889) 2821  

月刊Jウイング•季刊スカイスポーツのイカ□ス出版主催 

航空特殊無鼸技士 
自家用ライセンスの方に必要な無線資格 
です> 電波法令の改正により欧文電話の 
みとなり、講習時間も短縮され一層身近 
なものとなりました。イカロスでは優れた 
講師のもと、各教科のポイントをおさえた 
効率よい学習が可能です。 

•開講予定(年4回） 

平成14年9月27日(金)〜29日（日） 
12月6日(金)〜8日（日） 

平成15年3月21日(金)〜23日（日） 
6月（詳細は未定） 

認定講習会 
1_認定講習会(国家試験免除） 
2. 免許申請なとの面倒な手続きは 
すべて当社が代行 

3. 短期間で集中的に学習 

•受講料： 4万8千円 
内容：無線工学•法規•電気通信術•認定試験 

※受講料 日程その他詳細に関してはt変更する可能性があります。詳しくは下記までお問い合わせくださし、 

イカロス•アカデミ_ 
無線講習係 

〒162-8616 
東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル電話03-3267-2859 FAX 03-3267-2738 
e-mailアドレス jukenkouza@ikaros.co.jp ホームペーンアドレス htto://wwwJkaros.jp 

■ 

•年中無休 
•営業時間 

平日0:g〜g:n 

土日20〜gQ 



海上•航空自衛隊r航空学生J募集!受付期間は8月5日〜9月6日!! 
先月号でお伝えしたように、平成14年度の航空学生の募集が間もなく始まる。今年の募集要項は下記の通りだが、昨年、国土交通省で航空身体 
検査基準とマニュアルの改正が行われ、10月1日から新しい内容が適用となったことから、今年の航空学生の身体検査基準が、前回と若干異 
なっている。平成12年度から実施された新しい筆記試験内容もそろそろ定着してきたが、航空自衛隊、海上自衛隊ともに、文系、理系を問わず 
広くパイ□ット志望者を募集している。志願書類(受験申し込み)は全国の自衛隊地方連絡部で扱っている。希望者は最寄りの地方連絡部にGO!! 

■採用予定数 
海上自衛隊約70名（うち女子若干名） 
航空自衛隊約65名（うち女子若干名） 
※採用予定数は変わる場合がありますので、最寄りの 
自衛隊地方連絡部に確認してください。 
■受付期間 
平成14年8月5日（月）から9月6日（金)まで(締切日必着) 

ただし、平成15年3月高等学校卒業予定者または中等 
教育学校卒業予定者の受付については、文部科学•厚 

生労働両省から示された期日以降実施します。 

■応募資格 
日本国籍を有し、平成15年4月1日現在、18歳以上21 

歳未満（昭和57年4月2日から昭和60年4月1日まで 
の間に生まれた者）で、次のいずれかに該当する者 

(1) 高等学校卒業者又は中等教育学校卒業者(平成 
15年3月卒業見込みの者を含む） 

(2) 高等専門学校3年次修了者(平成15年3月修了見 
込みの者を含む） 

(3) 高等学校卒業と同等以上の学力があると認められ 
る者（昭和22年文部省令第11号の第69条のいずれ 

かに該当する者。入隊の時期において文部大臣が 
認めた者） 

■試験 
(1) 1次試験 
試験期日：平成14年9月21日（土） 
出題形式は択一式および記述式で、内容は高等学 
校3学年1学期修了程度の範囲から、次の科目につ 
いて実施 

試験種目：筆記試験(国語I、n、数学I、n、英語I、 
nおよび、世界史A、日本史A、地理A、現代社会、倫 
理，政治経済、物理I B、化学I B、物理I B、地学I B 

のうちから1科目選択） 
(2) 2次試験 
試験期日：平成14年10月12日(土)〜17日(木)の 

指定する1日 
試験種§ :航空身体検査は1、口述試験及び適性検査 
(3) 3次試験(航空のみ） 
試験種g :操縦適性検査* 

■合格発表 
(1)1次試験:平成14年10月4日（金） 
¢2) 2次試験:平成14年10月31日（木）（航空のみ） 
(3)最終:平成15年1月24日（金） 
■入隊予定 
平成15年3月下旬〜4月上旬 
■教育などの内容及び将来の展望 
海•空自衛隊の中堅パイロット及び戦術航空士とな 

る。:2 士として採用されるが、約6年で3尉に昇任し、幹部 
自偉i官となる。 
■受験手続き 
志願書類は、各都道府県に所在する自衛隊地方連絡 
部において、取り扱っている。志願書類の郵送も可能。 

詳しくは下記自衛隊地方連絡部へ。 

【*表1身体検査の合格基準】 
検査項目 基 準（男女共通） 

身 長 158cm以上190cm以下 

胸豳•体重 身長と均衡を保っているもの 

握 力 両側とも30kg以上 

肺活量 男子3,000m!以上(女子2,400mi以上） 
呼吸停止時間 50秒以上 
脈 拍 安静時100以下 
血 圧 

• ■- 
坐位で最高140mmHg以下10OmmHg以上、最低90mmHg以下50mmHg以上のもの 

ネ見力 遠距離視力裸眼で両眼とも0-6以上矯正視力が1.0以上、近距離裸眼視力で両眼とも1.0以 
上、近視矯正手術（オルソケラトロジーを含む）を受けていないこと。 

視 器 斜位、眼球運動、視野、調節力、夜間視力、色覚等に異常のないもの 
血 IS 坐位で最高140mmHg以下10OmmHg以上、最低90mmHg以下50mmHg以上 

^ 力 オージオメータによる検査で正常なもの 

歯 歯牙の良好なもの（治療ずみ可） 
その他 操縦士として航空勤務に支障のないもの 

注1 女子は、身体検査のためTシャツ及び短パンを持参してください〇 2合格基準の蛘細については，通寄りの自衛隊地方連絡部にお問い合わせください。 

【*表2 3次試験日程】 

試験期間 備考 
11月10日（日)叫1月15日(金} 

1, 集合日時、場所等細部については、本人あてに別途通知します。 
2. 天候等により、2日間まで延長する場合があります。 

11月17日（日)〜11月22日(金} 
11月24日（日)〜11月29日(金} 
12月1日(日)〜11月S日除) 

自衛隊リクルート窓口〈全国の自衛隊地方連絡部》 
札 m aoi1(631)5471 
函 m 00138(53)6241 
旭 ill aOI66(51 )6060 
帯広 SOI 55(23)5882 
青森》017(776) 1594 
岩手®019(623)3236 
宮城3022(295)2611 
秋田0018(823)5404 
山形0023(622)0712 
福島》024(546)1920 
茨城 a029(231)3315 
栃木0028(634)3385 
群馬 »027(221)4471 

埼玉 0048(831)6043 
千葉0043(251)7151 
東京303(3260)0543 
神奈川 S045(331)4945 
新潟 0025(229)3232 
山 m 0055(253} 1591 
長野0026(233}2108 
静岡3054(261)3151 
富山 S076(441)3271 
石 Jl| S076{291)6250 
福井00776(23}1910 
岐阜 S058(232)3127 
愛知 S052(331)6266 

三重55059(228)4722 
滋賀 Q07フ(524)6446 
京都3075(211)3471 
大阪 a〇6(6942)0542 
兵庫0078(331)9896 
奈良GOフ42(23)フ〇〇1 
和歌山 Q073(422)5116 
鳥取350857(23)2251 
島根00852(21)0015 
岡山3086(226)0361 
広島3082(221)2957 
山 口 3083(922)2325 
徳島 «088(623)2220 

香川3087(831)0231 
愛媛 «089(941)8381 
高知0088(822)6128 
福岡3092(584)1881 
佐賀 «0952(24)2291 
長崎〇〇95(826)8844 
大分25097(536)6271 
熊本0096(366)1271 
宮崎 «〇985(53)2643 
鹿児島 a099(253)8920 
沖縄 S098(866)545フ 
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Tl62-8616神楽坂Kビル1 
イカロス出版(株） 

I JWリクルート係 J 



[Cafede J]は、Jウイング読者の 
交流の場として、情報交換の場とし 
て、どしどし利用してくださいつ！ 
読者の声やイラストも受け付けて 
いますので、ご愛用ください。 
お寄せいただいたコメントはできるだけ原 
文のまま掲載いたしますが、一部加筆•修正 
させていただく場合もございます。また、原 
稿や写真の返却は致しかねます。あらかじ 
めご了承ください。 _ 

d 
iは‘ 

郵便の場合 
亍162-8616神楽坂Kビル 

イカロス出版 
Jウイング「Cafe de J」係 

メールアドレス 
JDZ04376@nifty.ne.jp 

W 

〇はじめて実戦 
迎擊に上がった 
ロケット機がこの 

真っ赤なコメー ト。 
よく考えてみると 
「赤い酵星J卜通 

常の3倍な_ 

福島県 
佐藤逸子さん 

Gフアントムの宿: 
命のライパル！：: 

こいのぼけ找態 
のアングルがい 
い感じですね。〇 
はフィンランド茔 

•: 乂 : V:y：riy.< "f:：.X :：v 

軍のM〖G-21が好 

千葉県 
小寺岳人さん 

〇1*1，ぢ0細細八りごて•とT- 

J&£DF 1J多雕八リ 
愛知県本田良介さん 

•3ページ目次72ページのゲーム名が「提督の決断!^」になっていましたが、正しくは「凱 
歌の号砲エアランドフォース」です。 

•14ページ本文中で厚木救難隊のSH-60Bとなっていましたが、正しくはUH-60Jです。 
•16ページイベントレポート民間地上展示機リストの上から4行目、栃木県防災ヘリの愛 
称が「はるな」となっていましたが、正しくは「おおるり」です。 
•19ページ右の写真のキャプション中で「築城基地の第301飛行隊」とありましたが、正し 
くは「新田原基地」です。 

読者ならびに関係者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことを、お詫びいたします。 

墨■ 
します 

Jウイング7月- 

総合射撃訓練展示に 
pg行つてきました 

創刊以来貴誌を読んでいます。6 
月2日{日}に宮城県大和町の王城寺 

原演習場で行われた総合射撃訓練展 
示を見てきました(ネットの募集で 

当たりました)。 

前夜は雨降りだつたので心配しま 
したがその日は運良く晴れました。 

演習場は想像していたよりとても広 
い所で、現場までは送迎バスで移動で 

1^1/2歳にして 
I >l航空祭デビユ！■ 

Jウイングの皆様、いつも楽しく拝 
見させていただいております。 

先日、美保基地の航空祭に行ってき 
ました。築城基地以来実に3年ぶり 

の航空祭で、心地よい充実感で帰って 
きました。今回'美保を選んだのは2 

歳になる息子の航空祭デビユ—のた 
めでした。彼がお腹にいる頃からあち 

こちの航空祭を連れまわし、まだハイ 
ハイもできないうちから飛行機の才 

モチャで遊ばせ、1歳になったらいよ 
いよデビユI!と夢を描いていたの 

ですが、順調に進んでいた計画もあ 
のテロ事件で崩れ去ったのでした。 

昨今の諸事情で、今年もいつ航空祭 
が流れてしまうか分からない、そう 

思ってとにかく行けそうなところに 
足を運ぼうと出かけたのが今回の美 

保航空祭でした。結果—息子は初め 
て見る軍用機に大はしやぎ。1年生に 

なる長女も久しぶりに見るブルーイ 

ンパルスにはいたく感激した様子で、 
3年前には見向きもしなかったグッ 

ズをあれこれ購入していました。長い 
3年間でしたがようやく親子4人で 

航空祭に行くことができ、念願がか 
ないました。 

同封した写真は、SL日本海号を 
待っているときのものです。初めて見 

るタイプの飛行機に息子は真剣。お 
気に入りはG—1と！-13だったよう 

です。さすがにFI4やF-15は「コワ 
イ」と言ってました。その点から考え 

ると美保は彼のデビユ—にぴったり 
だったのかも。何事も順序が大切…彼 

は今週ようやくトイレに行けるよう 
になりました。祝、パンツ！ 

そうそう、子どもさんがいなくて 
もSしや花電車に乗るといいですよ。 

さえぎるものがないのでとってもいい 
写liirか取れるのでオススメです。 

これから航空祭の季節、皆様も犬い 
に楽しんでくださいね、今年は昨年の 

ウップンを晴らそう！それではこ 

れからますます暑くなりますが' J 

ウイングの皆様も負けずに熱 
い記事をお願いします。夏バ 

テしないように頑張ってくだ 
さい。 

大阪府南野みゆきさん 
0…南野さんI家みたいに飛行 

ば、日本も米英みたいに航空 
先進国になれるかも。皆さん 

ち家族や友達を航空祭に誘つ 
て、飛行機のカツn良さ、美し 

さを教えてあげてください！ 

す。観覧席は高台ですり鉢状になつて 
いる谷の上にありました。初めて見 

るヘリ、戦車、榴弾砲などの火器が山 
肌に発射する実弾はスゴい迫力で壮 

観。F-4も|瞬飛行しましたが 
ちよつともの足りませんでした。しか 

し第6飛行隊のOHM6Dの飛行はと 

てもいきいきしてい 
たよぅに見えまし 

た。 
帰りは高機動車で 

駐車場まで移動。いい 
体験でした。次回も 

また行きたいです。来 
年はJウイングでも 

この行事の開催の有 
無を知らせて欲しい 

です。林から顔を出 
すUH—1Jを撮影し 

た写真を送ります。 
山形県 

秋葉佳泰さん 
©…総火演に次いで 

迫力のある陸自イベン 
卜となつた東北当面 

隊射撃訓練。来年から 
はJウイングで4P事前 

にお知らせしないと 
ダメですな。Qベ—ジ 

からのレポ—卜も読 
んで<ださいね！ 

)tラうキh-く 
〇イとガスてぞ 



VF-154* 
F_14トムキャット 
最後の3撮/ 

HAWK 
FIVE 
TEAM 

ホークファイブチーム 
* THAWK FIVE TEAM」とは空母KITTY HAWKとその艦載機を 
有する空母航空団CVW-5を総称したニックネームだ 

撮影•徳永克彦 
臟藤田勝啓 

大好評発売中/ 
_#A4判_160ページ_參定価3400円(税込） 

お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文するか、直接小社まで 
現金書留または郵便振替にて送料を添えてご送金下さい。送料は冊数 
にかかわらずく1回のご注文につき300円です。ご入金確認後、商品を 
発送いたします。亍162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 
TEL03 (3267)2766 郵振00100-1 -62696 

http://www.ikaros.jp/ イカロス出版販売部 

い.： 

全国の航空機フアンのための 
お庙TTOPGUNJが 
遂にOPEN!! 
Jウイング持参で記念品を贈呈 

7月27日（土)、秋葉原に航空グッズの専門 
店、fTOPGUNjが開店する。民間、軍用両方の 
「ホンモノ」のアイテムが店内狹しと広がる、 
フアン待望のお店だ。開店を記念し、同店にJウ 
ィング持参で来店すれば、先着30名様に記念 
品をプレゼント。 
◎場所:秋葉原中央通り秋葉館 

B1FTT0PGUN」 
iお店の詳細は本誌広告(次ページ）、または 
ホームぺーン:http://wwwxentury.co.jp/ 
topgun/をご覧ください。 

航空科学博物館• 
初心者のための航空教室 
航空業界へ進もうと考えている方はもち 

ろん、航空知識の少ない方が対象の行事で 
すので誰でも参加できます。知識の豊富な 
講師による座学、シミュレーターを使用した 
操縦指導、実際の飛行機を使用したエンジ 
ン運転実習など盛りだくさんです。 
日時:8月24日（土)、25日（日） 
10:00〜16:30 
場所:航空科学博物館内 
募集人員：20名（高校生以上） 
参加費:7000円（友の会会員6000円） 
申し远み方法:8月20日までに当博物館に電 
話でお申し込みください。 
◎航空科学博物館 
TEL： 0479-78-0557 
URL* http://www.aeromuseum.onjp 
開館時間:10:00〜17:00 
(入館は16:30まで） 
入館料:大人500円、中高生300円、子供(4 
歳以上)200円 

航空祭ブロ _ドバンドサイト 
「フォースJJオープン 
ツインズは、日本初の航空機専門ブロードバ 

ンドサイト「フォースJJを公開しました。インター 
ネットの特性を活かし、いち早く航空祭の動画 
を配信します。 
配信する航空祭の内容は国内はもちろん海 

外のエアショーもカバーしています。まずは 
http://www_forcej,tv/のサンプル動画にて迫 
力の画像をご確認ください。 
URL:http://www.f orcej.lv/ 
利用料金:8月31日まではオープニングキャン 
ぺ—ンを実施。 
入会金:無料(キャンペーン終了後1000円） 
月会費: 3000円/180日 
(キャンペーン終了後5000円/180日） 
入金方法：オンライン登録、書面郵送登録 
決済方法:銀行振込、現金書留 
動画内容：ブルーインパルス練習風景、アジ 
アンエアロスペース2002、ILA2002、熊谷基 
地開庁行事など全31本(2002年7月1日現在） 

怛馬空港フIスティバルで2 
兵庫県の但馬空港では、毎年恒例の「但 

馬空港フェスティバル」を8月31日から9月1 
日にかけて開催します。エアロックのアクロ 
バティックをはじめとして多くのイベントが企 
画されています。 
但馬空港フェスティバル102 
〜兵庫県•空の日記念イベント〜 
開催日：8月31日（土)〜9月1日（日） 
会場：コウノトリ但馬空港 
(兵庫県豊岡市•日高町） 

J '  一  —.... 

テーマ:空に夢を乗せてIコウノトリ但馬空港 
入場料:無料 
駐車場：自家用車500円/I日、バス1000円/I日 
計画されているイベント： 
エアロバティック（エアロック、ピラタスB4グ 
ライダー、スーパーデカスロンFA200など） 
デモフライト(但馬飛行クラブ、熊本スーパー 
ウイングスなど） 
体験フライト（ヘリコプター、セスナゾ\ング 
グライダーvピッツなど） 
その他地上展示など 
問い合わせ先 
但馬空港フェスティバル実行委員会 
25： 0796-23-1401 FAX： 0796-22-3872 
ホ”ムページ http://www*d2_cHon.ne.iprtaf/ 

河口湖と靖国神社でゼロ戦公開 
河口湖自動車博物館では、新たに復元し 

た中島製の零式艦上戦闘機21型を8月1日 
から31日にかけて公開しますQ 
河口湖自動車博物館 
開館時間9:00〜17:00 
8月は無休 
入館料:大人1000円、小人500円(小学生ま 
で)、5歳未満の幼児は無料 
問い合わせ:»0555-86-35t1 
また、昨年復元された零式艦上戦闘機52型 
は靖国神社の遊就館に献納され、7月13日か 
ら展示されることになりました。 
靖国神社遊就館 
開館時間:9:00〜17:30(3月〜10月)、9:00 
〜17:00(11月〜2月）年中無休 
拝観料:大人800円、大学生•高校生500円、 
中学生•小学生300円 
問 t、合わせ: 003-3261-8326 
ホームページアドレス 
http://www.yasukunipOr.jp 

東京航空計器（株）地上飛行訓練所 
からのお知らせ 
◎「夏休みTKK航空教室」 
日時:8月4日（日）*5日(月）、10:00〜15:00 
募集人員：各日8名(原則として中学生以上） 
内容:「座学」…飛行の原理、飛行計器の作 
動、航空無線通信など 
「体験操縦」…離陸、上昇飛行、水平飛行、水 
平旋回、降下飛行、着陸 
※パイロット希望者の操縦適正検査の事前 
準備には絶好のチャンスです。 
參加費用：3150円(税込み） 
申し込み：8月2日（金）までに電話または 
FAXで申し迖みください。 
杂申し込み、場所、交通など 
東京航空計器(株)羽田事業部 
地上飛行訓練所 
東京モノレール•整備場駅改札口前(徒歩1分） 
003-3747-7671(代）、FAX03-3747-0374 
ホームぺージ： 
http://www.mars.sphere_ne.jp/tkk-fit_sim/ 

FAI1大会延期のお知らせ 
前月号のこのコーナーでご案内致しまし 

た「Fighter Ace川公式ゲーム大会」が、準 
備の都合により開催延期となりました。すで 
に当初日程で予定を組まれた皆様におかれ 
ましては、誠に申し訳ございません。 
現在、一層充実の内容にすべく銳意努力 

中です。新しい開催日につきましては、申し 
込みと同じく、FA3のホームページをご覧く 
ださい^ 
〔ホームページ〕http://fa*vr1 .co.jp/ 
〔お問い合わせアドレス〕support@fa.vr1 ,co,jp 



艦艇の進水式で配布される記念の絵葉書は、その時代を映し出す鏡でもある。初の国産艦が進水した 
昭和30年以降、主要な艦艇の絵葉書を見ながら50年の歴史をふりかえる 

リムパック2002に参加するのは横須賀を基地とする第一護衛隊群。「きりしま」「むらさめ」など計5隻 
が八ワイ沖で行うミサイル発射訓練等の素晴らしいシーンを柿谷哲也のカメラがとらえる 

日米で行われる最大規模の演習、リムパック。1980年の初参加以来の歴史はスキルアップの歴史でも 
あった。第一回の開催からくまなく取材を続けてきた柴田三雄が、迫力ある写真とともに、リムパック 
の意義と真実を書き下ろす 

終戦後の空白から、どのようなプロセスで海上自衛隊が誕生したか。そU：海上自衛隊はどのように成長し 
てきたか。50年を経た今だから分析できる視点で、海上自衛隊の歩んできた道を日野景一が総括する 

海上警備隊として誕生して以来、50年間に就役したすべての艦艇のリストを一挙掲載$艦名、艦番号、 
就役•退役年、性能がひとめでわかる超完全保存版のデータ集 

乗員の技量維持と教育に携わる海上訓練指導隊群、艦艇と装備等の開発に携わる開発 
隊群。この2つの新しい組織は具体的に何をする組織なのか？艦艇での仕事風景に 
密着しながら、彼らの知られざる任務の内容を明!5かにする。 

事故を起こした潜水艦を多国間で協力して助けるための訓練、パシフイッ 
H1■肩クリーチ。第2回目となる今年の訓練は海上自衛隊の主催で行われた。潜 

mma水艦の救難は、どのようなシチュエーションで、どのようにして行うのか。こ 
の訓練の取材を通じr明らかにする 

他、インド洋派遣艦艇情報、ベルギーの掃海学校エギユルマンで研修中の自衛官直擊ルポ、パルト三国 
の観艦式、歴史に残るビックな海戦、船のイベント全開情報など情報盛りだくさんでお届けします！ 

お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文いただくか直接弊社まで現金書留または郵便振替にて送料 
を添えてご送金下さい。送料は冊数に関係なく1回のご注文につき300円です。 郵便振替00100+62696 

〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂KビルTEL03-3267-2766イカロス出版販売部 
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エイムック新刊のご案内 

デスクトップモデル•ファン 

本体価格1,800円+税 

^■.色とりどりのモデルで楽しむ 
■時代を劇った名裰たち 

日本のmo遥 
JU^« ■P^fvWMW^ul 4 

^#'麵4* ^-1—M—-^-■■,1 M し悬! ダイキヤストモデルまで 
&味わラ ィムック542 

ISBN-4-87099-674-X 

j子評発売中 

.'ン::ふ:』 

nd bh 
i««*a |tf : •__■•_”•■••!! 

■■ j 1 , - 
.....:-:.し…一…?..... .:. 

1•す 

色とりどりのモデルで楽しむ 

時代を創った名機たち 
いつの時代も男心をそそるヒコーキ。その魅力を自分のものにできるのが模型ですが、最近ではミニカーと 
同様に大人の趣味として完成飛行機模型が一般的になってきました。本書は、飛行機モデルを中心に非常に 
精密な一品物か!3市販モデルまで網羅する本邦初の試みとなるムックです。実際に自分の机に飾っているよ 
うな雰囲気のある写真でモデルの魅力をあますところなく伝え%モデルに対する愛着を深めるために実機の来 
歴や航空博物館の紹介も盛り込み「座右の航空博物館jとなることまちがいなし。見てなごめて読んで知識が 
増える珠玉の一冊です。 fです。 

至^^^ —ggg|PiL__ _ 
人類初の動力飛行に成功したライトフライヤー^か5、大空の1择命rステルス戦闘機まで、臟に焼き付く名機の数々 
色各社のモデルによって堪能。 

★収納や撮影術まで、稱行機模型を楽しむための:rッセンスが満載！ 

卜^(レクロールをマスターするための 

©FUN FLY •ザ•フアンフライ 
エイムック543 
ISBN4-87099-675-8 

翼を完全失速状態にして、エンジンノてワーで機体を直立させるホノ 0Jングや、トルク□—ル、 
コブラなどの技や、エレべータ、ウォーターフォールなどの完全失速系のテクニックも、その 
ダイナミックさがマニアを熱中させています。そんな失速系の演技のトレーニングに最適な 
のがファンフライ。"The FUN FLYflはあなたのスティックワークを熱くする初めてのファ 
ンフライファンだけのための本です。 

Bea Tb 啊_ 

RCエアワールドビテオVqI. 

華麗なるフライトの頂点 
クリストフ•ペイサン•ルルー 
■VHS/STEREO/H 卜 R/45min 
■本体価格3,800円+税 BISBN4187099-689-8 

収録機種 

EXTRA33OS(ZN line*Galileo Aero Works) 
SYNERGY (ZN line.GalileD Aero Works) 
MADNESS (ZN line*Galileo Aero Works) 
FしIP3D (KYOSHO) Fun 15 (Torqueroller One) 

クリストフ•ペイサン•ルルーの華麗なフライトを、スティックワーク映像やアレスティ記号とともに 
完全収録！ _F3ACDP-03/くターンや、ルルー兄弟のエクストラ330Sによるデュエットフライト、 
トルク□—ラー小野氏とのス□—フライト■ジャム.セッションなど、あらゆる角度からワ—ルドチャ 
ンプ、ルルーの核心に迫る。撮影には1Omのクレーンを使用。ド迫力のフライト映像が満載だ！ 

ラジコン樓型飛行機奪flE 

RC AIR WORLD VoL36 

月刊「ラジコン•エア•ワ 
定価920円(本細76円+掷 
毎月4日発売 

ルド」 

全Mig店Lてお買い求め下さい。またv通信販売も行つておりますので、弊社ホームページ(http://www.ehpublishing.cojp)または、直接弊社までお問い合わせ下さい。 

_株式Htt^l4Jl!E2+ I T158-°096東京都世田谷区玉川台2-13-2玉川台東急ビル4F 
■ «社 TlSULUrlmTJi I Tel:03-3708-5181 Fax:03-3708-8045 



定期購読の 
おススメ 

ぉ買い忘無麵置耐る 
注)お届け日は、小社発送の都合により発売日と前P■る -る場合があります。ご了承ください< 

■■ 

W -- 

JWi Jウイング 

mgs 
毎月21日発売 

年間購読料15,000円(送料•脱.特別定価の号も含む) 

Jウイング1冊1,200 R («Bi) 
(特別定価の号もありますのでご注意ください） 

■綴じこみの青い郵便振替用紙（または現金書留） 
本！志綴じこみの青い[払込取扱票]で、年間購読(新規f継続)のお申し込みができます。 
おもて面の通信蘭に、①雑誌名②新規もしくは継続(新規=開始希望号継続せ員番号 
% JWから始まる9桁の番号)③お名前④ご住所⑤お電話番号をご記入のうえ、切り取って郵 
便局でお振込み <ださい。 
現金書留の場合も、①から⑤0内容を記入した用紙を同封して郵便局でお振込みください。 
*恐縮ですがぃずれの方法も、手数料はお客様負祖となります。ご了承くださぃ。 

■クレジットカード 
FAX-郵送■ネット通販で受け付けております0 
以下の項目をご明記の上、お申し込みください。 
①ご希望の雑誌名②新規もしくは継続(新規=開始希望号組続-^員番号※JWから始ま 
る9桁の番号)③お名前♦ご住所.力ード会社名（DC、VISA, MASTER, JCBのいずれか)④ 
カード番号（16桁)⑤カード有効期限（年月） 
注）お支払い回数は、一括払いのみです。*ご記入違いのなし、ようお願い致します。 
•お申し込み、問い合わせ 
〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 
TEL03 (3267) 2766 FAX03 (3267) 2772 イカ□ス出版（株）販売部 

特別定価1300円 1200円 1200円 1200円 特別定価1300円 特別定価1300円 

<特集新世代戦闘機>卜 
2、R35、F-22ラブター、F/ 

A-18スーパーホーネット， 
J ASグリペン、ユー□フアイ 
夕一、スホーイ•フランカー 
ファミリー/ブル_インパル 
ス冬季トレーニング/2002 . 

年自衛隊飛行始め&訓練始め 
/「秋水」復元！他 

<特集飛行教導隊(〇2> 

新F-15配備、新戦技課程開 
講/第11飛行隊ブルーイン 
パルス完全密着ルポ/「ミサ 
イル」知識を強化する!ミサイ 
ル•テクノ □ジー、歴史、搭載 
ミサイル完全カタログ他 

<特集第3飛行隊とF-2> 

F-2搭載のウエボンの全 
て、ディティールをチェック 
/<特集F/A-18ホーネッ 
トインジャパン>/アジア 
ン-エア□スペース2002 

/読者アンケート20世紀 
の最高傑作機はどれ？他 
<綴じ込み特製パッチス 
テツカー> 

<特集自衛隊がわかる> 
F-2B松島に到着/朝霞に陸 
自広報センターOPEN/ 

バ_トル引退/新機材、新装 
備の全て/<航空祭>エア 
ロック/ブルーインパルス他 
<保存版自衛隊航空機オー 
ルカタログ> 

<別冊付録> 
航空祭ウオッチングノ ハンドブック 

く松島、T-2からF-2へ!〉 
T-2スコードロン第21飛行 
隊/F-2Bが松島にやってき 
fc く F-16を楽しむ!〉最新型 
F-16CJのSEA□ミツシヨン 
/F-16基本知識〈決定版 
世界のF-16カタログ〉/ 

ブルーインパルス演技課目 
2002/G0!G0!熱血航空 
祭レポート他 

<日本最強の戦闘機部隊は 
どこだ!？〉H14年度航空総 
隊戦技競技会/<海上自衛 
隊50周年記念特集 > (海上 
自衛隊空と海のミッション 
大研究他）/熱血!航空際 
レポート/これがAH-64D 

アパッチだ/「戦競02スべ 
シャルづくッチ•ステッカー 
付」他 

「バックナンバー』のお求め方法は、「イカロス出版の本お求め方法」のべージをご覧ください。 

<創刊3周年記念大特集米軍 
辭^St >第18航^団の魏 

闘飛行隊44FS&67FS/空 
中給油飛行隊909ARS/早期警 
戒飛行隊961AACS/輕救難 
中隊33RQSC特集世界のェ 
アショー&演習レポート> 他 

く別刪《> 
夕LI一実用データブック© 

1200円 

<特集「空中給油機Jがやってく 
る! >空中給油機とは?/給油オペ 
レーション/タンカーの歴史/空中 
給油機カタログ<特集MiG-£l> 

/ブルーインノてルス松島基地訓練ル 
ボ/WINGS2001/ロイヤル，イ 
ンタ_ナショナル+エア■外ゥー他 

<綴じ込み付録> 
2001年戦競パチステ 

1200円 

<特集ブルーインパルス 
2001>ブルーインパルス復 
活!松島基地第47回航空祭ルポ 
/新メンノ (一紹介行展示課 
目全紹介/陸自新攻擊ヘリAH- 

64Dアパッチ•ロングボウ/富 
士総合火力演習レポート/モス 
クワ国際航空宇宙シヨー/メイ 
プルワラッグXXXIVルポ他 

1200円 

く特集これがアメリカ軍の 
ミリタリーパワーだレアメリ 

力軍航空機■装備品カタログ 
/米空軍最強の翼F-15スト 
ライクイーグル/特殊部隊と 
は？/<特集F-15飛行隊 
最前線>/自衛隊の航空管 
制/陸自明野航空際ルポ/ 
対タリバン攻撃詳報他 

特別定価1300円 

<特集空母と艦載機に強くな 
る!空母キティホークとCVW- 

5> 空母とCVWの関係、完全 
図解!デッキ•オペレーシヨ乂 
デッキクルーの種類と仕事、 
CVW-5の歴代CAG機カタロ 
グ/JSF速報X-35勝利!他 

<豪華別冊付録> 
空自空撮カレンダー2002 

1200円 

<特集航空自衛隊飛行 
開発実験団>空自機の飛行 
試験のカギを握る飛行団の 
全貌/く特集百里基地> 
/機傅*部隊総決算2001/ 

ベルギー空軍F-16スペシャ 
ル■マーキング他 

<別冊ミニ付録> 
カレンダー 

1200円 
3月号 4月巧 5月号 6月号 7月号 S月号 

9月号 0月号 11月号 2月号 2002年1月号 2月号 

ベ的卜主捆 

飛行開発 
実験团:ゼァI 百里基地 

(※定価はすべて税込) 

ro 

,■ HJ ■-- 
\ 

し 定期購読のお申し込み方法 

J wings •定期購読のご案内 



▼「Jウイング年間購読J • rイカロス出版の本j専用ご注文書 下記の用紙でご注文下さい& 
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この受領証は、郵便局で機械処 

理をした場合は郵便振替の払込 

みの証拠となるものですから大切 

に保存してください。 

■本のご注文方法 
「イカロス出版の本ラインナップ」で紹介した本のなかから、①ご注文する本の書名を通信欄に、 

I)代金と送料の^計金額を金額欄にご記入下さい。払込人住所氏名欄も忘れす'にお書き下さい。 

※恐縮ですが、払込手数料はお容様負袒とさせてレ、ただきます= 

※払込通知が弊社に到箱するまで7〜1〔旧位かかります^到着次第送本致しますので、 

あらかじめご了承下さい。 

ご注意 

この払込書は、機械で処理しま 

すので、口座番号及び金額を記入 

する際は、枠内に丁寧に記入して 

ください。 

また、下部の欄(表面及び裏面) 

を汚したり、本票を祈り曲げたりし 

なV、でください。 

(郵政事業庁） 



料_祕）W寸局1:1附印 

イカロス出版株式会社 

(郵便番号 ）糸マンション，アバート名もご，记人下さい。 

氏名 

(電話番号 

イカロス出版株式会社 
料 

金 

特殊 

収扱 

參Jウイング年間購読のお申し込み 年間購読料15,000円(送料*税込) 
会屑番总 

年 月号より 1.新規 2.継続(前年度から） JWI 

裏面の注意事項をお読み下さい。（郵政事業庁）（私製承認東第〗9688号) 

I 

干レぬ 

i人 
リ1 ) t W 

f IB 

|い 

リ|て 
_記 
，載 

信 (バックナンパー•書籍等のお申し込み） 

誌名 

年 月号) 

□ 
座 

番 

号 

0 0 0 ! 0 

右詰めにご記人ください 

6丨2 6 9 6 

I ※イカロス街版の書籍.雜誌は 
1^- e 下記の周紙でご注文下さい。 

払込票兼受領証 

rjウイング年間購読j rイカ□ス出版の本j專用 
キリトリ羞 

〇0 東京 
H座霞 

払 込 取 扱 

0 ! 0 0 0 

詰めにご記人ください） 

6 2 6 9 6 
金 

額 

3T 」パrj 

円 

金 特殊取扱 金 

額 

丁- 
一 十 JJ 千 百 十 円 

茶 

二■ 

払込人往所氏名 M人K名 

払込人住所氏名 

二」ください。 

加入者^! 通 

各票の※印簡は' 払r 

BC 載事項を訂正した場合は、 その箇所に訂正印を押してくださ 

切り取らないで郵便局にお出しください。 

泛付：：？ U附印 

I 



ほ!!?ビル!， 
エア⑹ブ.伽又 

園 

溫•! ia「 ラムラ コ广r 
_ _ ai^ jfflgsm明 »u wt3p3 

月~金（11:00〜20:00) 
土暑日.祝日（11：00-18：00) 

毎週木曜日定休 
OJR総武線「飯田橋」駅西口改札から徒歩3分 
〇地下錢有楽町線•東西繰■南北繊•大江戸線 

r飯田檻」駅B4b出口から徒狗分 

f 162-8616 

東京都新宿区神楽坂3-2 
神楽坂Kビル 

のりもの倶楽部 
丁Eし03-326フ”2726 
10:00〜18:00(月〜金) 
FAX 03-5225-3136 

(24h受付) 

へすV， 

帶お甲込みは… 

クレジットカード（DC、JOB, VISA, MASTER)払い、宅急便：3 
レクトサービスでの代引き配送（商品到着時に現金にてお支払 
し、）の場合は、注文書（裏側）に必要事項をご記入の上、FAXに 
てお申込み下さい。（郵送でも、お申込みいただけます、この場合 
は必ず封書で、右記の宛先までお送り下さい） 
なお、クレジットカードご利用は、5000円以上から（1回払い）とさ 
せていただきますので、ご了承下さい: 
現金盡留の場合は、注文舊•代金を同封の上、右記の宛先まで 
お送り下さい。なお、普通郵便にて現金を送られますと郵便法に 
違反しますので、絶対におやめ下さい。 
郵便振替の場合は、郵便局に設置してある振替用紙の通信欄に 
注文書と同様の事項をご記入の上、郵便振替口座（00110-2- 
86519)まで、お申込み下さい， 
ご注文は、お電話や書店経由では承っておりませんので、ご注意下さい。 
なお、小笠原と伊豆諸鳥(大島、八丈島は除く）では、宅急便コレ 
クトサービスをご利用いただけませんのでご注意下さい。 
*注文書に書ききれない場合は、注文書のコピーでも結構です。 

インターネットからオンラインでご注文できるようになりましたa 

詳しくは弊社Web Shop 

http://www jkaros_co,jp/shop/ 
をご覧下さい。なお、オンラインでのご注文はセキュリティの関係 
でr代引き着技い」方式に限らさせて頂いております。クレジットカ 
—ドご利用の場合は引き続きFAXにてのご注文をご利周ください。 

♦代金•送料は… 
商品の価格はすべて消費税込みで表示してあります。また、お申 
达み最低金額は1000円以上とさせていただきます。送料は1回の 
ご注文につき、特別な場合を除き、何個でも800円（北海道_沖 
縄は1000円）です。また、宅急便コレクトサービスでの代引配送 
料は、特別な場合を除き、1回につき1000円（北海道•沖縄は 
1200円）です。小笠原と伊豆諸島（大島•八丈島を除く）では宅急 
便コレクトサービスをご利用いただけませんe 

♦お届けは… 
注文書が到着後、速やかに発送させていただきますが、お手元に 
届くまでに2〜3週間程かかります,コレクトサービスの場合は、3 
週間以内にお届けが出来そうにない商品は、恐縮ですがキャン 
セルとさせていただきます。現金書留.郵便振替の場合には、注 
文されたうちのいくつかの商品が在庫切れになった場合は、]回 
ではお送りできませんので、後日2回目の発送を致します。できる 
だけそのようなことがないよう努力致しております紙メーカ_の都 
合などにより、すぐにはお届けできないような場合には、恐縮です 
がご返金（キャンセル)させていただく場合もあります。 

♦返品•交換は… 
配送中の事故等で商品に破•汚損があった場合や、お申込みと 
異なる商品が到着した場合は、交換致しますので、商品到着後、 
必す1週間以内にご連絡下さい。また' お客様の都合により返品 
される場合も、商品到着後1週間以内に必ずご連絡下さい。ただ 
し、この場合の返送料は、お客様のご負担となります。なお、書 
籍•ビデオ’CD•ゲームの返品は不良品以外お受けできませんの 
でご了承ください。 

參問'合わせは… 
商品についてのお間合わせは、往復葉書または返信用切手を 
同封した封書にてお願い致します。 

♦カタaグ有効期限は… 
本誌掲載カタログの有効期限は、カタログに記載してあります。 
ただし在庫のあるものに限りましてはその日以降も販売できる事 
がありますので、お問い合わせ下さい。 

♦なお、ここに掲載された商品は、予告なしに仕様変更や価格変更する 
ことがあります。さらに販売予定個数に達した場合、販売を中止する 
こともありますので予めご了承下さい。 

のりもの倶楽部専用ご注文書 ※のりもの倶楽部の商品は上記の用紙でご注文下さし 
下記の振込用紙ではご注文できません。 

のりちの倶楽部 
お店のご案内 

のりもの倶楽部メールオーダーお申し込み方法 

ふす 



のりもの倶楽部通販専用注文書(Jwings) 

フリガナ 
お名前 

E メール 

男•女 
生年月日 
M * T ■ S . H 年 月 日 

お中込日平成 年 月 日 

1 ! 1 I i 1 i 1 i 有効 年 
1 1 1 
t ) I 
i i 1  

1 1 1 
1 1 i 
■ ( • 

1 1 1 
t i i 
i> i i 

期限 月 

サイズ/色 数量 価格 

_現金書留の場合は、この注文書を 
同封してお送り下さい。 

.代弓I発送ご利用の場合はFAXか 
郵便でお送り下さい。 

合計 

送料 

合計 

総合計 

T E L ご自宅 連絡先 

クレジット 
力-ド 

〇で囲んで 
下さい 

DC JCB VISA MASTER 
会員 
番号 

No. 

2 

3 

商品番号 

4 

D 

6 

7 

8 

商品筅 

発送方法〇印でご指定下さい。 

送料 通常の発送1回800円(税込）北海道•沖縄は1000円(税込） 
代引発送1回1,000円(税込）北海道•沖縄は1200円(税込） 

キ―y —-トーリ 

▲のりもの倶楽部専用ご注文書 
※のりもの倶楽部の商品は上記の用紙でご注文下さI 
下記の振込用紙ではご注文できません。 

ナ 
け道県 

フ都府 

所 
住 

ご 



日本が生んだ傑作中型旅 
客機fYS-11」。航空自衛隊 
で今なおr飛行点検機』とし 
て活躍を続ける同機の姿を、 
精密にスケールダウンした 
モデルが誕生した。 
製造メーカーである日本 

航空機製造の公式図面をもとに、モー 
ルドを製作。検討につぐ検討の結果、だ 
れもが納得できる、これぞ『ワイエス』 
の模型となった。 
なお赤と白を基調としたカラーリング 

は、航空自衛隊仕様に従い正確かつ的 
確に再現。特徴的な塗り分けやシリア 
ルナンバー、ウォークラインまでをも実 
機に忠実にタンボ印刷で施されてい 
る。製作は、香港:ホーガン社』で、ス 
ケールは1:200。同社が培ってきた技術 
をフルに投入、YS-11オペレーター各社 

の共同企画アイテムとしてつくられた 
逸品だ。サイズ：全長約13X全幅約 
16cm。ディスプレイ用スタンドが付属c 

iiii：ri7^i47AN mm 

PDGH Mod72035 
商品番号： 
B66-00496KE(ブラック) 
税込価格: 31,500円 

PDGH Mod.72030 
口 -T^l- ^3 ■ 商□□番^5" _ 

866-00495KE (ホワイト) 
税込価格:31500円 

ムープメント：クオーツ/ ノ: 
ケース：ステンレススチー 
ル/ケースサイズ：直径 
4Qmfn/防水性： 50m/風 
防クリスタル：傷防止加工 
ハードミネラルクリスタル 

[PDGIIスペック】 
ムーフメント：クオーツ 
/ケース：ステンレスス 
チール/ケースサイズ: 
直径39mm/防 
水性:200m/ 
風防クリスタル： 
傷防止加工 
ハードミネ 
ラルクリス 
タル 

この夏、ウェンガ 
バッチリ決めよケ 
優れた機能とテザインで定評のあるスイス_ウェンガー社から、待望のNEWモデルが到着したDどち 

らも周囲の視線を集めそうなカッコ良さと、アダルトな雰囲気が融合した文句なしの逸品。 
PDG n _は、二重構造ケースを採用、上段にウォッチ、下段に回転べゼル付きのコンバスが収納されて 
いる画期的なフィールドウオッチ。一方の:アルパイン，ダイバー.•は、耐水性に優れたリューズ&ケース 
の採用により、200m防水を実現◦インデックスも見やすい処理がなされていて、水中でみやすく経過時 
間がわかりやすいダイバーズウオッチの目的をフルに引き出している。 
この夏、キミの腕を決めるウォッチは、コレしかない！ 

で 
アルパイン■タイハーMod.72579 
商品番号: 866-00494KE (ブラック) 
税込価格:26,250円 

アルパイン■ダイバーMod,72578 
商品番号：866-00493KE (ブルー） 
税込価格:26,250円 

ホームぺージでシヨッビングをお楽しみくださいI 
「のりもの倶楽部」では、インタ-ネットのホ-ムペ-ジにて取り扱い商品を紹介しております。ご 
自宅でじつくり欲しいものを探してみて下さい„オンラインでのご注文もご利用下さい。 

http://www.ikaros.co.jp/shop/ 

TEL:03-3267-2726 FAX:03画5225-3136 



F-4JファントムE 
ブルーエンジェルス 
商品番号: 921-01160KB 
税込価格: 6,552円 
スケール1:72 

F-4Cフアントムn 
12TFTW 
商品番号:921-01180KB 
税込価格:6,552円 
スケール1:72 

A 

R4D-5 
米海軍VX-6 
商品番号:921-01089KB 
税込価格:5,460円 
スゲール1:144 

um 1 tu : 

F-4Nファントムn 
米海軍VF-111サンダウナーズ 
商品番号： 
921-01087KB 
税込価格:7,140円 . 
スケール1:72 

P-51Dマスタンク 
354th FS 
ヘンリ_ブラウン中尉機 
商品番号: 921-00980KB 
税込価格:4.872円 
スケール1:72 

mm 
上….V.V,•■: 

1 ^ m ，一’1^^^ 

B-52D 
Diamond Lil SAC 
1972 
商品番号： 
921-01181KB 
税込価格：15,120円 
スケール1:144 

、芯 

IE 

m 

い” r>v 

i,l 
fv 

I 

ビクターK.2 
XL511 RAF 
フオ_クランド20th 
商品番号：92V01164KB 
税込価格: 9,240円 
スケール1:144 

モスキートPR Wlk.4 & 
スピットファイアPRWG 
偵察機セット 
商品番号:921-01171KB 
税込価格：10,920円 
スケール1:72 

ハリアーGR.1 
XV741 

商品番号: 921-01051KB 
税込価格: 6,216円 

スケール1:72 

B-52C 
54-2672 7th BW 
商品番号：921-01182KB 
税込価格：15,120円 
スケール1:144 

夢 

AC-130Aガンシップ 
商品番号：921-01155KB 
税込価格:9,240円 
スケール1:144 

124 

ビクタ~ Mk.2 
対放射線白色M装 
XL158 48702 
商品番号： 921-00867KB 
税込価格：7,644円 
スケール1:144 

ビクターS.R,Mk2 
RAF迷彩 
商品番号:921-00915KB 
税込価格：7,644円 

コメット4 
RAE 
商品番号:921-00983KB 
税込価格：8,400円 
スケール1:144 

C 0 R GI T H E W 0 R L 0 i 0 U S FIG H T E R 

号格ル 
ア97番価I 

リZ9品込ヶ 
ハX2商税ス 

待望のB-SJがいよいよ登場 
n—ギ—•世界の 

名機シヨン 
ダイキヤストの重量感、美しく仕上げられたカラーリング、卓越した 

デフォルメ。第1弾が登場して以来、高い人気を得ている『コーギ！アビ 
エ—シヨン-ア|カイブ•シリ—ズ』。 

コーギIは、英国のミニカ— メ—力—の老舗ミニカ—製造で得られた 

ノウハウを注ぎ込んでのシリ—ズ化だけに、コレクタ—の関心をひくツボ 
をバツチリ押さえているモデルばかり。脚と脚カバ—は脱着式。そして 

デイスプレイ用スタンドも付属しているので、飛行姿勢と地上姿勢のど 
ちらの形態でも楽しめる。名機のコレクシヨンをはじめよう！ 

a98q 
R OF 

F 90 

一2BVTr K9 5-: 
* * • * ^— 

リ—号格ル 
ハ50番価i 

IZ4品込ケ 
シXZ商税ス 



アントノフAn-2雪上スキータイプ 
商品番号:911-02821IM 
税込価格：1,260円 
スケール1:72 

二；ず 
shm 

イリューシンIL-76輸送機型 
商品番号:911-02741IM 
税込価格:3,528円 
スケール1:144 

Sukhoi Su4S 0M Flagon 

スホーイSU-15UIV1フラゴンG 
商品番号:91卜02826fM 
税込価格: 5,208円 
スケール1:48 

スホーイSu-15フラゴンA 
商品番号:911-02824IM 
税込価格： 5,208円 
スケール1:48 

MililijMl!而!掘！國I 

イ 
□ 

V 

フ 

ユ 
ア 

エリート 
フォ_ス 

F/A-18 
ハイ□ット 
商品番号： 
911-02660BU 
税込価格： 
7,371円 
スケール1:6 

F-14パイロット 
(トップハッターズ） Iリート 
商品番号： 911-02830BU フォース 
税込価格： 6,426円 
スケール1:6 

スホーイSU-15TMフラゴンF 
商品番号: 911-02825IM 
税込価格： 5,208円 
スケール1:48 

アントノフAn-2水上フロートタイプ 
商品番号:911-02822IM 
税込価格：1,260円 
スケール1:72 

アントノフAn-12BKカブ 
商品番号：912-009041M 
税込価格:4,032円 
スケール1:100 

MiG-21 F-13(初期型） 
商品番号: 911-02680IM 
税込価格:6216円 
スケ_ル1:32 

I 
n 

F-7EB中国空軍 
(隨G-21改良型ァクロ &デモカラー) 
商品番号： 911-02678IM 
税込価格：6,216円 
スケール1:32 

F-7H中国空軍 
(MiG-21初期型} 
商品番号:911-02679IM 
税込価格: 6,216円 
スケール1:32 

F-7MG 中国空軍 
I (MiG_21改良型） 
商品番号：91卜02677IM 
税込価格:6,216円 
スケール1:32 

MiG-21MF 
商品番号: 91V02555IM 
税込価格：6,216円 
スケール1:32 

W網ゆ:& .、，、;:ん y••ご 

エリ_卜 
フォ_ス 

F-15C 
ノゞイロット 
商品番号： 
911-02659BU 
税込価格： 
7,371円 
スケール1:6 

MiG-21UMモンゴルB 
商品番号：911,02556 
税込価格:6,216円 
スケール1:32 

货贤卽メールオーダーカタ ログ 

tm mtuji M1G-2IUM Mongol 

1:32 scue MiG-21 WIF Fishbed J 

i：3s scale CHINESE F-73I 1:32 SMbt CHINESE F-7EB 

SCALE mmm F -13 

Antonov An42BK Cub 

Antonov An-2 V Goit %:7Z 

1:40 SU3U£ Sukhoi Su45 TM Flagon-F 

『トランぺッタI』は、今もつともモデラ—から注目されているメ — 

力—。その商品自体もさることながら、アイテム選びのセンスに驚か 
される。 

先に発売された1/2スケ—ルのA-Qでは、見事なモJルド精度に 
加え、金属などを使用したマルチマテリアルな素材で構成されてい 

る。さらに中国キットにありがちな『大味』なものではなく、文句無く 
すばらしい製品となつている。今年の夏は、トランぺッタIの大型キッ 

卜製作で過ごそぅじやないか！ 

キミはも|つつく0たか£; 

トラン。へツタIを 
Vンタ—セプト！ 

最近流行しているS分のースケ—ルのミ 
リタリ—フィギュア。これまでは一般兵士 

がほとんどだつたが、今回紹介する1X 
リートフォ—ス1製品はスゴイのひとこと。 

実物そつくりに縮小されたヘルメットや 
Gス—ツ、サバイバルベストといつた装備 

品の出来がすばらしい。さらに好きな 
ポ—ズも取れるので、疲れた心を癒して 

くれるアイテムとしても価値が高い逸品 
である。 

そのクオリティにビックリ！ 
『ELITE FORCE 



，リア^な質感が夏つ輕い! 

キーチェーンはいかが？』 

RF-4EJ 
商品番号： 861-01313RF 
税込価格: 735円 
全長97 X全幅58 X 
長さ85mm 

6747政府専用 
商品番号:861-01316RF 
税込価格:735円 
全長92X全幅81X 
長さ85mm 

ぬ 

部,遞 
861-01314RF 
税込価格：735円 
全長99X高さ30X長さ85mm 

E-767 AWACS 
商品番号:861-01315RF 
税込価格:735円 
全長88X全幅81X長さ85mm 

T-4ブルーインパルス 
商品番号：861-01312RF 
税込価格:735円 
全長91mmX全幅73X長さ85 mm 

F-2 
商品番号: 861-01310RF C-130H ~—— 

商品番号：861-01311RF 
税込価格： 735円_ 
全長80mmX全幅98X 
長さ85mm 

税込価格:735円 
全長96mmX全幅67X長さ85mm 

861-01309RF ~ 
税込価格： 735円 
全長95mmX全幅64X 
長さ85mm 

Tシャツ 
商品番号:851-00120MT 

税込価格:1,575円 
フリーサイズ 携帯アクセサリー 

-ftp 〇 ZS2. 口 ■ 
間口 a帯万- 

861-01286RF 
税込価格:735円 
全長50X全幅13X 
長さ約50mm 

ウインドブレーカー（青) 
商品番号： 851-00264MT 
税込価格：3,990円 
フリーサイズ_ 

エコTシャッ^ 
商品番号:851-00121MT 
税込価格：3,045円 
フリーサイズ 

ホールペン 
商品番号： 

871-00047RF 
税込価格:525円 
全長:約137mm 

ウインド 
ブレーカー（白） 
商品番号： 
851-00261 MT 
税込価格： 3,465円 
フリーサイズ 

ウインドブレーカー(紺) 
商品番号：851-00263MT 
税込価格:3,990円^ 
フリーサイズ mR 

シャーフペン 
商品番号： 871-00048RF 

税込価格:525円 
全長：約142mm ウインドブレーカー（黒) 

商品番号:851-00262MT 
税込価格: 3,990円 
フリーサイズ 

f 第1師団 
40周年記念(黒） 

商品番号：866-004B7PC 
税込価格：1,050円 

サイズ:全長約50cm 

90式戦車シャープペン 
商品番号: 874-00007RF 

税込価格:525円 
9^ 全長：約132mm 

90式戦車 
携帯アクセサリー 
商品番号: 864-D0430RF 
税込価格： 735円 
全長35X全幅1 
長さ約50 mm 

第1師団 
40周年記念(紐） 
商品番号： 866-00486PC 
税込価格：1,050円 
サイズ:全長約50cm 

90式戦車ボールペン 
商品番号：874-00006RF 
税込価格： 525円 
全長：約127mm 

第1師団40周年記念Tシャツ 
商品番号: 866-00491 PC (S) 
商品番号： 866-00488PC (M) 
商品番号： 866-00489PC (し） 
税込価格：各2,100円 

第1師団40周年記念(赤) 
商品番号：866-00485PC 
税込価格:1,050円 
サイズ:全長約50cm 



署皆盈メールオーダー力 

B-52ストラトフオートレス隹ケ 
商 dロロ番号:921-01031ZH ^ \ 

ン全はすた 
で1夕いセリ 
楽0ン大レア 
し〇ポきクル 
も機印さシな 
う種刷か3外 
!がでら：^見 
登‘世Tと 

HM 

議㈣クD 

F-15イーグル 
商品番号:921-01025ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:150 

i®2 
i納取， 曽讲ぃ 
乓れ、デ£機 

!レな。？ 
好シY z最 
み < ふ了新 
の > ス。：f機 
セに了；？種 

^1^1 

B 

E-2ホークアイ 
商品番号： 
92卜01024ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:145 

A-1Hスカイレーダー 
商品番号: 921-00913ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:110 

痒 

F-14Aトムキャット W 
商品番号:921-01001ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:160 

み〆..▲ぶ 

E 
MiG-23フロッガー 
商品番号：921-01022ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:136 

ダ#T^| 

wH 。■，レ:し.^^ - 1 

'為H 
スピットファイアMk.2 
商品番号: 921-01020ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1M00 

P-51D 

m 

っ一t 
:，；一二こ 

S 
M 

一 

隊#舞つ 

s 

卜ーネードRAF 
商品番号： 
921-00907ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:145 

F4FワイJレドキャット 
商品番号: 921-00912ZH 

税込,H 
^■P mm IM 

二….％二 

マスタング 
商品番号:921-01021ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:100 

•idj 

謹麵 

F-16ファル3ン 
商品番号: 92140909ZH 
税込価格:1,327円 
スケール1:126 

ホーカー_ハリケーンMk.2 〗 'へ 
商品番号：921-00814ZH 
税込価格：1,327円 ..--ssaar 

ホーカ_タイフーン 
商品番号:921-00910ZH 
税込価格：1327円 
スケール1:95 

スケール1:100 

Ss#i：921-00825ZH 
税込価格：1,327円 

m 

F4Uコルセア 
商品番号: 921-00906ZH 
税込価格：1,327円 

スヶール1:100 巧 

メッサーシュミットBM09E 
商品番号:921-00815ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:97 

フォッカーDr.1 
商品番号:921-00911ZH 
税姿価格:1,327円 
スケール1:63 

1 
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JU-87Dスツーカ 
商品番号:92卜00813Zhl 
税込価格：1.327円 
スケール1:110 P-51Dマスタング 

商品番号: 921-00812ZH 
税込価格：1,327円 
スケール1:100 



MPM/ 
ブリストル•ブレニムMk,1 
商品番号： 91卜02444BC 
税込価格： 2,363円 
スケーJレ1:72 

I 

凝^^!^^^ 

〇ctopus /グラマンF7F-3N 
タイガーキャット 
商品番号- 911-02652BC 
税込価格： 3,024円 
スケール1:72 

/ 厂 

SPホビー/ロッキードTR-1A 
商品番号： 911-02661BU 
税込価格: 4,064円 
スケール1:72 

アカデミー/ 

C-97Aストラトフレイター 
商品番号： 911-01891MZ 
税込価格: 4,536円 
スケール1:72 

ハセガワ/ 

AH-64Aアパッチ 
商品番号： 911-02715HA 
税込価格： 2,520円 
スケール1:48 

1/144 tlvushin ItrlM WIidas 

ハセガワ/ 

AH-64D ロングボウ，アパッチ 
商品番号: 911-02641HA 
税込価格： 2,520円 
スケール1:48 

トランペッター/イリューシンIL-78 
商品番号：911-027421M 
税込価格: 3,528円 
スケール1:144 

ハセガワ/ 

F-4NファントムI 
rVF-84&VF-161』 
商品番号： 911,02775HA 
税込価格： 2,016円 
スケール1:72 

編 

アカ丁ミー/ 
T-33Aシューテインクスター 
『航空自衛隊デカール』 
商品番号： 911,02014BU 
税込価格：1,890円 
スケール1:48 

レベル•モノグラム/ 

卜20タイガーシャーク 
『試作2号機』 
商品番号： 911-02297H A 
税込価格： 2,184円 
スケール1:48 

ハセガワ/F-4Eファントムn 
[1DFイスラエル空軍』 
商品番号: 911-02795HA 
税込価格： 2,079円 
スケール1:72 

^ 'し S*! j^-^r wi Aaourt-Y : CuiJ: u«es«f^cnmi(i:mぬi&2A、， 
レベル■モノグラム/A-37ドラゴンフライレベル•モノグラム/Me262A 
商品番号： 911-01979HA 罾 tIS ; ?Vft?m2°HA 
税込価格： 2,184円 税込価格■ 2,184円 
スケール1:48 スケール1:48 gff^ 

P-S/p 
MUSTAffG 

M 4H 

T-JM SHOOTING STAR 'feih Wiu^ LAST FLIGHT 

ハセガワ/T-33A 
『6空団ラストフライト』 
商品番号: 911-02557HA 
税込価格：1,008円 
スケール1:72 

ハセガワ/ 

P-51D透明ムスタング 
商品番号： 911-02516HA 
税込価格：1,512円 
スケール1:70 

アカデミー/T-6Gテキサン 
『航空自衛隊仕様』 
商品番号： 911-01016BU 
税込価格： 756円 
スゲール1:72 

fず:ポ站Vt”/ :加_V, 械パ3 
bimhH AvrQ Sh^-cM 

フオンドリー/ 
シコノレスキー 

R5/H03S-1 
『海上自衛隊デカール』 
商品番号： 911-02719BU 
税込価格： 5,670円 
スケール1:48 

㈣0014剛r卿w似k成-啸バ 

I 勢a，: 
'擊 

m/s黎^ Am nr^rcrj 

独レベル/ BAel 46-100 STA 
商品番号: 911-02676HA 
税込価格： 2,016円 
スケール1:144 

ベルグト/ 

Su-27制空戦闘機型 
商品番号： 911-02535BU 
税込価格：1,323円 
スゲール1:72 

EASTERN EXPRESS/ 
アブロ •シャクルトンMk_3 
商品番号: 911-02596BU 
税込刪各： 2,268円 
スゲール1:72 

タミヤ/零戰52型 
『リアルサウンドアクションセツトj 

商品番号： 911-02693BU 
税込価格： 22,512円 
スケール1:32 

ベルグK/MiG-29ファルクラム 
商品番号： 911-02536BU 
税込価格：1323円 
スゲール1:72 

ノレノ ノ从 

Fairer Firefly ML 

イタレリ/BAEホークMk.100 
商品番号： 911-02332MC 
税込価格： 756円 
スケール1:72 

GRAND Phoenix/ 
フェアリー•ファイアフライMk.1 
商品番号： 911-02772BC 
税込価格： 6,521円 
スケール1:48 

トランぺッター/ 

イリューシンIL-76 
商品番号： 911-02741IM 
税込価格： 3,528円 
スケール1:144 

独レベル/DO228-202 
ドイツ海軍 
商品番号： 911-02675HA 
税込価格：1,596円 
スケール1:72 

入魂の作品を目指せ！ 

ミリタ 
エレクション 
キツト 
參 

戦闘機に爆撃機、プロペラ機にジXット機。 
人それぞれで好きな機体は異なるけれど、 

プラモにかける情熱は一緒。気合をいれた 
モデリングで入魂の一機を作り上げよぅ。 
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21世紀の航空機 
商品番号： 721,00028NB 
税込価格： 3,990円 
21世紀に引き継ぐ最新の航空技術をも 
とに作られた機体の映像を多数収録。コ 
ンコルド00V002JLM44などの超音 
速旅客機を始め、B767X、A380などの 
近未来型大量旅客輸送機なども収録さ 
れている。この他、B707、B747-400の 
旅客機や、などのステルス 
機、ミグ21からグリペンに到る戦闘機の 
系譜などvフアン必見の映像が連続。約 
50分。 

辑紮訪メー ルオーダー❹iiメ ロ グ 

r— 

I— 
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5S ぺi j 

最強の米海軍航空機• _ 
最強の米軍空テクニック 
商品番号： 721-00016NB 
税込価格： 5f040円 
アメリカ海軍が誇る世界最大.最強の空 
母機動部隊。その戦略上重要な航空軍 
事力を担う艦載機の数々を徹底紹介。さ 
らには、海軍アクロバットチーム「ブルー 
エンジェルス」と空軍アクロバットチーム 
rサンダーパーズ」のテクニックを徹底紹 
介。パイロットの最高峰と言われる両チー 
ムに所属する隊員達の生の声と、歴史や 
ダイナミックかつ華麗なフライト映像を紹 
介する。各チャプターの詳細解説は松崎 
豊一氏。約118分。 

VHS 

三沢基地航空祭2001 
商品番号： 421-00158MG 
税込価格： 5,040円 
2001年9月9日、晴 
天のもと三沢航空 
祭が開催された。 
置産型では初めて 
となるF-2Aによる 
デモフライト、F-16 
デモチームによる 
迫力のデモ、また、 
飛行再開後初のフ 
ルショーを披露し 
たブルーインパル 
スの妙技も収録。 
また、日本最大級の数となる地上展示機 
も見られ、事実上2001年最後となった空 
自航空祭のすべてを、とことん楽しめる作 
品0約75分。 

•ch三浪駐地航空察 

実録!最強兵器開発 
商品番号： 416-00063A W 
税込価格： 2,940円 
かつて、8〇年曜娜Vr 
代後半に21世 
紀の最強兵器 
を目指して開発 
された、陸•海• 
空の『X兵器J 
の実録映像作 
品0 B-2、X- 
29、XV-15オス 
プレイなどが収 
録されていて、 
当時の次世代 
兵器開発が明 
らかにされてI 
る。約40分。 

VHS 

DVD 

平成13年度陸上自衛隊 
富士総合火力演習 
商品番号： 715-00003WG 
税込価格： 3,990円 
実弾を使用する訓練を一般に公開する 
「総火演」90式■ 74式戰車が砂塵を跳 
ね上げ、、AH-1Sが機関砲を擊ちまくる。 
そのほか155mm自走榴弾砲など、おな 
じみの装備を初めとして、今回初の一般 
公開となった9 6式多目的誘導弾 
(MPMS)の発射や施設作業車の作業 
なども収録。陸自フアンならぜひとも押さ 
えておきたい作品だ。約56分D 

VHS 

WINGSf97 
AirShm 

NAFATSm JAPAN 

NAF ATSUGI Winqs *97 
商品番号： 421-00163MG 
税込価格: 2,940円 
1997年6月に 
開催された 
『Wings _97j 
の模様を収録。 
当然ながら『ダ 
イヤモンド•才 
ブ•ダイヤモン 
KJ、トムキャット 
やホーネット、 
ホークアイなど 
のソロフライト 
の様子やエブ 
ロンに勢ぞろい 
した地上展示 
機の姿まで収録D約40分。 

フライングレジェンド•エアショー 
商品番号: 411-00170WC 
税込価格： 3,990円 VHS 
飛行可能な 
ウォーバーズ 
が、40機以上も 
ダックスフォーK 

に集結！迫力 
満点でスリリン 
グなスピットファ 
イア10機によ 
るマニュー 
バー、ブリスト 
ル*ブレニム、グ 
ロスター•グラ 
ンエーター。 
ボーイングB-17「サリーB」をはじめとす 
る華麗なフライトを満喫。圧巻なのは、 
ウオーパーズの大編隊がダックスフオード 
の空を埋め尽くすフィナーレ。SE5からB- 
52まで、充実した大英帝国戦争博物館 
の見どころも収録。約56分。 

FRECCE TRICOLOR! 

十：ノ ド I 

VHS 

口ーリング•イン•ザ•スカイ 
「フレッチェ•トリコローリ」 
商品番号： 411-00061PL 
税込価格： 2,940円 
熟練度、技術難度で世界No.1といわれ 
る、イタリア空軍アクロバット飛行チー 
ム、フレッチェ•トリコローリ。フオーメー 
シヨンに9機、ソロに1機とL、うユニークな 
編成による激しいマニューバーを、当時 
初めて映像化した作品Dアクロバットit 
行の真髄が楽しめる。約52分。 

VHS 

ウイング•オブ•ゴールド 
「空母航空団」 
商品番号： 411-00099AW 
税込価格： 2,940円 
世界最強の空母 
機動部隊の主 
役、アメリカ海軍 
空母航空団の精 
銳たちを収録した 
作品。金色のウイ 
ングマークから、 
彼らは「W[NG 
OF GOLD」と呼 
ばれ、その航空軍 
事力を担う鑑載 
機の数々を操る 
海軍航空士=エ 
ビエーター達の生の声を交えて紹介す 
る。F-14トムキャット、F/A-18ホーネットは 
もちろん、E-2CやA-6など空母航空団お 
なじみの機体に加え、ボーナスとしてブ 
ルーエンジェルスの映像も収録，約60 

分。 

VHS 

—Mllilll 

:.：.V 

ヴォートF4Uコルセア 
商品番号： 411-00004VE 
税込価格： 3,990円 
逆ガルウイング 
の特徴を持った 
主翼で知られる、 
艦上戰翮機 
ヴォートF4Uコル 
セア。その歴史 
的な背景を、開 
発シーンから活 
躍まで同世代の 
戦闘機と絡めて 
紹介されドキュメ 
ンタリータッチの 
作品。カラー/ 

-部モノクロ。約51分。 

パイロットアイズVol.1 
コルセア&ムスタング 
「ブライトリング•ファイターズ」 
商品番号： 721-00042PO (DVD) 
税込価格： 6,090円 
商品番号: 411-00177PO (VHS) 
税込価格:5,040円 DVDIVHS 
1999年に創設 
された「ブライト 
リング•ファイ 
ターズ」は、 
51Dマスタング、 
F4Uコルセア、 
スビツトファイ 
ア、P-40Eキティ 
ホークなど、第2 
次大戦中に活 
躍U航空史上 
に名を残す伝説的なプロべラ戦翮機を 
駆って、往年の飛行や戦闘を再現する世 
界にも例のないエアロバティック.チー 
ム。チームを構成する名機は、英国のコ 
レクター所蔵であったもので、きわめて良 
好な保存状態を維持し、いずれも今日で 
は目にする事のむずかしい機体ばかり。 
約47分。 

LOThESVol.1 
CORSAIR & MUSTANG 
fmntlBEIILINIi F1SHTE 

VHS 

SUPER FIGHTERS 
世界の傑作戦闘機 
商品番号： 411-00169AW 
税込価格： 2,940円 
冷戰終結後の不 
安定な世界情勢 
のもと、起こりえる 
地域紛争に対し、 
優劣の鍵はいか 
に制空権を握る 
かがポイントとな 
る。過去20年間 
の急速な開発競 
争から生まれた 
スーバーフアイ 
ターたちを網羅し 
た作品。湾岸戦争に出擊したアメリカ空 
軍F-15とイギリス空軍トーネードのパイ 
ロットのインタビューをまじえ、世界最強と 
言われるイーグル、ロシアのフランカー。 
そしてマルチロールファイターF-16、F/ 
A18や卜ーネード。さらにはグリペン、ラ 
ファールなども紹介されている。約53 
分0 

VHS 

VF-154 Black Knights 
商品番号： 421-00121MG 
税込価格： 5,040円 
VF-154ブラックナイツは、米海軍では唯 
—の海外に展開するF-14飛行隊。1991 
年より厚木基地をベースとするCVW-5 
に所属し、現在ではUSSキティーホーク 
に展開している。この作品では、2000年 
1月より3月までVF-154に密着取材。厚 
木基地FCLPの様子や、コクピット内から 
母艦の離発着、オンボードカメラの嘉手 
納ストライクDETなど、必見の機密映像 
を多数収録。また、CAGバードのチェック 
タキシングの模様や、飛行隊長のメッ 
セージなども楽しめる。約76分。 

剛 ^mcat 

DVD エアベースNAF厚木 
商品番号： 721-00020BB 
税込価格： 5.040円 
空母インディペンデンス（取材当時）の 
艦載航空部隊である第5空母航空団 
(CVW-5)の陸上拠点、厚木基地。日常 
訓練に密着取材し、基地内部とそこに勤 
務する兵士達の姿にスポットを当て、飛 
行訓練などの各種訓練や整備作業な 
ど、普段目にすることのないその実像に 
迫る。硫黄島でのNLPの取材を特別許 
可の下に敢行、真っ暗な闇夜にアフター 
パーナーの炎をはいて離発着を繰り返 
す訓練は必見。約60分。 

DVD エアべース三沢 
商品番号: 721-00031BB 
税込価格： 5,040円 
支援戦闘機部隊のホームベース、青森 
県三沢基地の全貌を紹介するドキュメン 
K当時、8SQのF-1と機種改編するため 
小松基地から移動するF-4の空輸の様 
子や、第3飛行隊F-1による迫真のAGG 
(空対地射爆）訓練を収録！ F-2転換以 
前の第3飛行隊F-1の雄姿を、たっぷり 
と拝めるファン必見の作品。ロケット弾射 
撃、バルカン砲射撃SI1練の模様や、三沢 
基地内の施設•部隊の紹介など、見どこ 
ろ満載。約59分。 

自衛隊航空機大全3 DVD 
商品番号: 711-00004PL 
税込価格： 4,725円 
コブラのマークと迷彩塗装を施された7 
機のF-15DJ •飛行教導隊「アグレッ 
サー」登場。空中戦を指南するプロフエッ 
シヨナルたちのスーパーテクニックを余す 
ところなく捉える。加えて、国産戦闘機F- 
1の爆装、対艦攻撃、ロケット弾ポッド,と 
いう三変化の飛行形態。迫力あるブ 
ルー•グレー塗装XF-2、4号機をフイー 
チヤー。そのほかE-2C、E-767AWACS、 
政府専用機B-747-40Dや超低空を這う 
ように飛ぶ偵察機RF-4E&EJが見せる 
迫真の空撮映像，重量感溢れる支援戰 
闘機，F-4EJ改の重厚な武装彤態などを 
収録。約55分^ 

ド迫カシ—ンの連続 

必見のミリタリ— 
ビデオコレクション 

ミリタリービデオは資料の宝庫◦一般では見 
ることの出来ないシ—ンやディテ—ルがつぶ 

さに収録され、われわれの好奇心を満たして 
くれる。モデリングの参考にしたいキミには 

最適の動く百科事典。大迫力の映像で、思わ 
ず興奮する作品の目白押し！ 
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フィンランド) 
ドイツ戦中:隊 

STEPHEN [.AMBROSE 

ワイルド•ブル_ 
商品番号:111-0160100 
税込価格：1,995円 
四発双尾翼の機体を持つB-24爆撃機。 
ナイフで切れるような薄し、アルミ板でつく 
られており、操縦は難しぐ酸素マスクが 
なければ呼吸もできなかった。マイナス 
50度ともなる高度6000 メートルでは、暖 
房装置が無し、ため酸素マスクが顔に凍り 
つく。ナチス•ドイツと戦った20歳前後の 
少年たちを描いた感動のノンフィクショ 
ン。『四六判、381ページ。 

海上自衛隊パーフェクトガイド 
2002 
商品番号:158-00102CO 
税込価格： 2,205円 
21世紹、節目の50固年を迎えた海上自 
衛隊。その歩みをたどるとともに、2002 
年3月現在保有する艦艇，航空機等の 
主要装備を、オールカラーの写真やCG 

に詳細なデータを加えて紹介。大型の 
装備品だけではなく、個人装備や訓練な 
どにも触れ、タイトル通り、この一冊で 
『海上自衛隊』のすべてが分かるa B5 
判、201ページ。 フィンランドのドイツ戦車隊 

商品番号：11240112C0 
税込価格： 3,570円 
ドイツとフィンランドの公文書館、元ドイ 
ツ戦車兵へのインタビューなどで再現さ 
れた、知られざるフィンランドにおけるドイ 
ツ戦車隊の苦闘。マイクロフィルムから 
複製された地図と編成表なと’60点、オリ 
ジナルネガから新たに焼かれた鮮明な写 
真200点以上掲載。AB判、199ぺージ。 

第二次大戦の 
フランス軍戦闘機エース 
商品番号:111-0161OCO 
税込価格：1,890円 
第二次世界大戦中、フランスの飛行士た 
ちは連合国を味方、あるいは敵として 
戦った。開戦当時、旧式の飛行機しか所 
有していなかった 
フランス軍は大ネ丁 
擊を受ける。1940 
年6月末に降伏す 
ると、エースたち 
の多くは北アフリ 
力に逃れ、ヴィ 
ジーフランス軍飛 
行隊として飛びつ 
づけた。彼らの姿 
を追った一冊。B5 
判、101ページ。 
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二世部隊物語 
商品番号:118-00768CO 
税込価格：1,800円 
第二次大戦当時、日系アメリカ人は、 
人種偏見と枢軸国である独•伊*日へ 
敢然と戦いを挑んだ。本書は、自らを 
日系アメリカ人としてではなぐアメリ 
力人と呼ばれることを望んだ:日系二 
世兵士jたちの物語。二世部隊の歴 
史、編成屬章、そしてユニフォームま 
で、写真を交えて解説する。B5半IJ、 
167ペース 

★書籍ご注文のお害様へ* 
ここで紹介している本は、イカロス出版発行の書籍ではあ 
りません。そのため、弊社直販部でのお取り扱いはできま 
せんので、ご注文の際は、お手数ですが「のりものf具楽吾 
まで直接お申し込み下さい。 

零戦搭乗員空戦記 
商品番号：111-01320CO 
税込価格: 2,100円 
最強の戦闘機零戦搭乗員5名の空戦 
記。空母「瑞凰』戦闘機隊員•小八重幸 
丈郎。ミッドウェー作戦の陽動部隊として 
出撃した谷水竹雄。甲飛出身の河嶋透 
徹。ダバオに着任した今井清富。ラバウ 
ル零戦隊で奇踏の帰還をした塩野三 
平。そして坂井三郎の空戦の極意を一 
冊にまとめた空戦記。四六判、285ペー 
ジ。 

撃墜王の素顔 
商品番号:111-01282CO 
税込価格：1,890円 
戦闘飛行495回、うち空戦100余回。敵 
機32機を擊墜、終戦後は海上自衛隊操 
縦教官を務めた著者が克明にたどる空 
戦記。戦闘機搭乗員の墓場『ソロモン航 
空決戦』の中核としてアメリカ陸海軍戰 
關機を迎え擊つた、若き飛行機乗りたち 
の死闘。四六判、261ページ。 

謳 
逋辺洋二 

零戦戦史進摯編 
商品番号:111-01321C〇 
税込価格： 2,940円 
海軍戦闘機の発達過程と零戦の登場、 
そしてその戰いぶりを、合計300名以上 
にのぼる零戦搭乗員、整備員、開発関係 
者への丹念な取材や、海軍の一次資料、 
連合軍に関する外国の文献を用いて、総 
合的な見地から解説するノンフイクシヨ 
ン。初めて明かされるエピソードや未発表 
写真を多数収録。四六判、407ベージ。 

大空の覇者 
商品番号：111-01204CO 
税込価格: 2,520円 
太平洋戦争で大活躍した日本海•陸軍の 
軍用機をオールカラーで紹介。精密な模 
型と高度な写真技術で制作した、世界初 
の飛行情景写真集。美しく強かった零戦 
をはじめ165の勇姿を鮮やかに再現。名 
機の逸話、詳細な解説、データも網羅。 
B6判、254ページ。 

伝承零戦 
第1巻 
商品番号:111-00726CO 
税込価格： 3,873円 
日本人の燃える心、明晰なる頭脳とたゆ 
まざる技術開発の英知が生んだ20世紀 
の傑作機〔零式艦上戦闘機：Q優れた操 
縦性、航続距離、軽快さは、多くの名パイ 
ロットを輩出して栄光の時代をつくり、さ 
らにはその高性能ゆえに限界を超えた戦 
いを強いられ、悲劇のフィナーレへと向か 
う。ゼロに賭けた男たちの記録が今明ら 
かに。A5判、517ページ。 

伝承零戦 
第2巻 
商品番号：111^0072700 
税込価格： 3,873円 
し、かに開発され、改変されて戦争の渦中 
に投ぜられてLゝったのか。その栄光の陰 
にいかなる人物が関わっていたのか。太 
平洋の各地で壮絶に展開されたサムラ 
イたちの空戦絵巻を、搭乗員たちの手記 
と、ZEROと戦った米•豪パイQットの異 
色の証言手記を交え、不滅の技術を語り 
継ぐ。A5判、525ベージ。 

伝承零戦 
第3幾 
商品番号：111-00734CO 
税込価格： 3,873円 
世界のエース、坂井三郎、そしてエース 
西沢、太田と三機編隊の零戦が、モレス 
ビー上空で編隊宙返りを演じ米軍を驚 
嘆させた。祖国に殉じた零戦と若き搭乗 
員たちの熱き思いは、脈々と生きている。 
名機その崇高なる記録の完結編。A5 

判、545ページ。 

闘う零戦 
商品番号:111-01548CO 
税込価格： 2,750円 
パールハーバ_、ラバウル、沖縄と祖国 
の命運を担って戦った名戦圖機の栄光 
と落日を、未発表写真約200枚を含む、 
厳選写真360枚でたどる。編年体で見る 
零戦の歩み。武装、部隊記号、擊墜マー 
ク、整備、訓練、事故、食事、別盃など、零 
戦とともに戦った隊員たちの生活も余す 
ところなく捉えた写真も多数収められて 
いる。A4変型判、192ベージ。 

■■和書 
今月は 
『零戦』特集 

第二次大戦、現用機の中から世界に現 
存する人気機種にスポットを当て、実櫟 
を取材した本。カラーデイテイール写真を 
中心にイラスト、図面を収録。1万撵以上 
の生産数と5年にわたる活躍で勇名をは 
せた『零式艦上戦闘機]のメカニズム、 
機体構造、細部の形状、バリエーシヨン、 
塗装例など、模型製作に必要なモデラー 
向け貴料集。B5変形判、84ページ。 

商品番号：111-01383CO 
税込価格:2,730円 
一見、不可能と思える要求性能をすべて 
カバーし、同時代の他国戰關機のレベル 
を大きく引き離した「零戦：は、各型合計 
1万機以上がつくられ、圧倒的な優勢を 
示した緒戰時から、物量に押されて敗戰 
を迎えるまでの、太平洋戦争の全期間を 
戦い抜いた。歴史に残る偉大な名機を 
大判のイラストを使って紹介したシリー 
ズ。B4変形判、142ページ。 

坂井三郎の零戦操縦 
商品番号：111-01469CO 
税込価格：1,680円 
平成12年9月の急逝直前まで行なわれ 
た60時間に及インタビューをまとめた、 
坂井三郎氏最後のメッセージ。零戦の操 
縦から、航法、空戰、帰投に至るまでの手 
順とパイロットの心得を、多数の図版をも 
とに再現した。空戦の極意とエースの条 
件とは何か？大空のサムライが語りつ 
くす。四六判、207ページ。 
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CHECKERTAILS: 
THE 325TH FIGHTER GROUP 
IN THE SECOND 
WORLD WAR 
商品番号: 211-00489 
税込価格： 2,310円 
黄と黒の市松模様が目印の米陸軍第 
335戦闘群は、1942年6月24日に東部 
防衛軍本部第一航空軍司令部の発令で 
編成された。チェック模様の尾翼を持った 
P-40、P-47、P-51などの戦闘機は、ヨー 
ロッパの空狭しと縦横無尽の大活躍を 
演じている。多数の写真とイラストで同部 
隊の戦歴を解説する。ソフトカバー、80 
ページ。21.5 X 28cm 〇 

BOMBS, TORPEDOES AND 
KAMIKAZES 
商品番号： 211-00032 
税込価格： 3,623円 
真珠湾攻撃から日本降伏まで、アメリカ 
海軍に対する日本軍の航空攻犟に焦点 
を合わせたドキュメンタリー。米海軍艦船 
への航空攻擊を時系列に記述したもの 
で、開戰直後の正確無比の爆擊•雷擊か 
ら末期の絶望的な特攻作戦に至るまで、 
多数の写真を交えて解説。モノクロ写真 
110点。ソフトカバー、112ページ。21.6 
X 27.7cm。 

JAPANESE AIRCRAFT 
INTERIORS 1940-1945 
商品番号: 211-01263 
税込価格：13,650円 
第二次大戦中の日本軍用機のコックビッ 
卜やキヤビンなど、幻のインテリア写真を 
集めた貴重な写真集。イラスト、図面など 
が添えられており、これだけの本は他に見 
当たらない。フアンや研究者はもちろん、 
モデラーには欠かせない秀逸な資料だ。 
ハードカバー、3 28ベージ。23.5 X 
31 cm c 

JET BOMBERS: 
FROM THE 
MESSERSCHMITT Me262 
TO THE STEALTH B»2 
商品番号： 211-00088 
税込価格： 7,634円 
世界初のジェット機Me262から、ステル 
ス機B-2まで、ジェット爆擊機の技術的な 
進歩や設計の変革について解説。内容 
は、TSR2といったプロトタイプ機、ソビエ 
卜の爆撃機、技術仕様書、レーダーや対 
航空機システムの進歩、予算や政治的 
な考察までも含まれている。モノクロ写 
真398点。ハードカバー、320ページ。 
20.3 X 27.5cm 〇 

REPUBLIC F-84 

REPUBLIC F-84: 
THUNDERJET, 
THUNDERSTREAK & 
THUNDERFLASH 
A PHOTO CHRONICLE 
商品番号： 211-00145 
税込価格： 5,723円 
米空軍の初期ジェット戦闘機として多目 
的に活躍したリパブリックF-84シリーズ。 
アメリカはもちろん、各国で広く運用され 
ている。改良型、あらゆる派生発展型など 
を漏らさず収録、その活躍と実績を豊富 
かつ鮮明な写真を交えて紹介した本。ソ 
フトカバー、208ページ。21.5X28cm。 

JANES HOW TO 
FLY AND FIGHT 
IN THE M1KOYAN MIG-29 
商品番号: 211-00897 
税込価格： 3,444円 
MiG-29戦闘機について、カラー写真を 
ふんだんに使用し、専門的かつ分かりや 
すい文章からパイロットになったように、 
地上滑走、離陸、上昇、敵との戦闘方法 
までをていねし、に解説c基本設計、特徴、 
そのミッション、東ドイツやボーランドなど 
での評判など、これを読めばMiG-29の 
すべてがわかる。ソフトカバー、95ぺ一 
ジ。19.5X26—5cm。 
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LEGENDS OF THE AIR 1: 
卜86 SABRE，MIG-15 FAGOT, 
HAWKER HUNTER 
商品番号： 211,00237 
税込価格： 4,841円 
過去50年間に製造された、世界的に有 
名な航空機をシリーズで紹介。本書は50 
年代の戦闘機から3機にスポットを当て 
る。F-86セイパー、ミク15、ホーカ—ハン 
ターのそれぞれが果たした重要な任務 
や、その発達を紹介。写真（カラー、モノ 
クロ）、イラストを交えて解説する。ソフト 
カバー、209ページ。21 X 27,7cm。 

MORE PAINTED LADIES: 
MODERN MILITARY AIR¬ 
CRAFT NOSE-ART & UN¬ 
USUAL MARKINGS 
商品番号: 211-01356 
年兑込侧4 : 5,135円 
米空•海軍•海兵隊機をはじめ、英空軍 
機までにいたる軍用機に描かれた色とり 
どりの様々なノーズアートやマーキング 
を、鮮明なクローズアップ•カラー写真で 
紹介するカイドブック。描かれたピンナッ 
プ•ガールやヌード、そして様々なイラスト 
やマークは何を意味するものなのだろう 
か。簡潔で明快な解説から、その謎が氷 
解する。ソフトカバー、カラー写真700点 
以上、144ページ。22.8X30.4cm。 

CESSNA WARBIRD: 
A DETAILED & PERSONAL 
HISTORY 
of CESSNA'S INVOLVEMENT 
in THE ARMED FORCES 
商品番号： 211-00034 
税込価格： 5.723円 
0-1バードドック-からT-37トウィーティ 
バード、A-37ドラゴンフライ、JPATS/サ 
イテーシヨンジェットにいたるセスナの軍 
用機の技術情報とともに、それらの機体 
で飛行したパイロットたちの個人的な逸 
話を紹介する一冊。写真はモノクロ361 
点、カラー31点を収録。ソフトカバー、 
328ページ。21,6X27,8cm。 

GRUMMAN F-14 TOMCAT 
商品番号： 211-00071 
税込価格： 8,064円 
1972年10月に米海軍に就役したトム 
キャットは、今も空母航空団で幅広く運用 
され、手強し、兵器となっている。本書では 
攻擊機パージョンの『ボムキャット』や、卜 
14Dも含めたF-14のバリエーションをす 
ベて紹介。迷彩やマーキング、飛行隊、生 
産に関する詳細、コクピットの細部、兵器 
などを詳細に解説する。モノクロ 200点 
以上、カラー36点の写真を収録uハード 
カバー、192ページ。22.8X28Jcm。 

F-111 AARDVARK 
商品番号: 211-00051 
税込価格： 9,545円 
『スウイング*ウイングJのコンセプトは、 
ジェネラル-ダイナミクスが1964年に初飛 
行したF-111と共に導入した、多くの急進 
的な開発の一例だった。開発から、部隊 
配備、戦歴など、同機の歴史を詳細に 
扱っている。バリエーションもそれぞれの 
機体が果した役割とともに紹介Qクルー 
のコメントや関連事項、データなども収 
録。モノクロ写真約180点。ハードカ 
パー、192ページ。23 X28.7cm。 

D&S Vol.16 
F9F COUGAR 
商品番号： 211-00477 
税込価格： 2,730円 
モデラー必携の書、デイテール&スケール 
の一冊。グラマンF9Fクーガーは、スピー 
ドでも運動性でもミグ15の敵ではなかつ 
たが、その垢抜けたデザインは海軍艦上 
戦闘機のホープとして生産された機体。 
デイテールや装備品などを、たくさんの写 
真とイラストを駆使した解説書。ソフトカ 
パー、70ページD 21 *5X28cm。 

I冶短3 LASSIE 退ED 
^ … 臞,，地 

A-12 BLACKBIRD 
DECLASSIFIED 
商品番号:211-01371 
税込価格： 3,812円 
アメリカ国民に全く感づかれることなく、 
極秘裏に進められた高速軍用機開発の 
詳細が、事細かに掲載。謎の多いロッ 
キードA-12ブラックバードのすべてに肉 
薄する画期的な一冊。収録された多くの 
写真や図は、当時極秘扱いされてL、すこも 

のばかり。ソフトカバー、126ページ。22.9 
X21cm0 

洋書 
今月も大戦機か 
ら現用機まで、 
魅力溢れる洋書 
を紹介！価値 
ある1冊を見つ 
けだそう！ 
LENTOLAIVUE 24 
商品番号： 211-01274 
税込価格： 3,812円 
フィンラン 
ド空軍の 
主力戦闘 
機LLv24 
の戦闘の 
経過を振 
り返り、そ 
の戦績を 
検証する 
解説書。ブ 

ス 

改造したKKv24戦闘機は、当時すでに 
列強の第一線戦關機と比べると陳腐化 
してし、たが、低速の小型戰關楢ならでは 
の活躍ぶりを見せた。Bf109を含めた当 
時のフィンランド空軍の貴重な写真も多 

数掲載3ソフトカノ《一、126ページ。18,4 
X 24.8cm。 

MODERN U_S. NAVY 
DESTROYERS: 
ENTHUSIAST COLOR 
SERIES 
商品番号： 215-00181 
税込価格： 2,856円 
駆逐艦にもステルス能力が求められて 
いるアメリカ海軍の駆逐艦の今後と将 
来の発達方向を予測する愛好家向けの 
解説書。ますます多目的化、大型化する 
アメリカ海軍の現代の駆逐艦の現況と 
能力について、たくさんの写真をまじえな 
がら解説している。ソフトカバー、96ベー 
ジ。 21X23cm0 

DE HAVIしLAND 
TWIN BOOMS: 
VAMPIRE,VENOM AND 
SEA VIXEN 
商品番号: 211-01363 
税込価格: 3,990円 
ヴァンパイ 
ア、ヴエノム、 
シーヴィクセ 
ンといった、 
デハビランド 
社製のツイ 
ン•ブーム 
(双胴タイ 
プ)機のみに 
焦点を当て 
た本。第2次 
大戦後、英国空軍、海軍航空隊に導入さ 
れ、他国にも多くが輸出された機体を、鮮 
明なカラー写真と的確な説明文を交え 
て、その魅力を余すところなく紹介してい 
る。モデラーにとっても必携の書。カラー 
写真180点以上、ソフトカバー、112ペー 
ジ0 23 X 27cm。 

de Haviiiand 

TWIN BOOMS 
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航空自衛隊 
パイロット•ネームタク 
商品番号： 861-00391 SB 
税込価格：1,500円 
航空自衛隊のパイロットがフライト 
スーツやフライトジャケットにイ寸けてい 

るのと同じ規格で作られた布製の 
ネームタグ。好きな文字が刺綈できる 
のでキミだけのオリジナルとなる。刺 
縑できるのはアルファベットの大文字 
で12字まで。小文字や数字は不可。 
特別にオーダーするアイテムなので 
納期には3力月以上かかる場合もあり 
ます。あらかじめご了承のうえ、お申し 
込み下さい。 

ヘルメットバッグ 
商品番号: 866-00171YO 
税込価格： 6,615円 
アメリカ軍が採用している航空へルメット 
用バッグ。内部はキルテイングとなってい 
るので、大切なヘルメットを保護してくれ 
る。内側にはポケット2力所、外側にも大 
きなフラップ付ポケットがある。素材はナ 
イロン製で、色はグリーンのみ。 

お申込み方法の詳細は、とじ込み 
の注文用紙の裏をご驚下さい。 

人細熱! 
ミリタリー携帯ストラップ特集 

航空自衛隊レザータグ 
携帯ストラップ 
空自の歴代航空機のイラストやス 
ペックが描かれたレザータグの付い 
たストラップ。オモチヤっぽいマス 
コットとは異なり、重厚な雰囲気あ 
ふれるアイテムだ。携帯電話はもち 
ろん、エアバンなどのストラップとし 
ても使えそう。タグサイズ：33 X 

64mm/全長:190mm (ストラップ 
含む）。 
税込価格：各893円 

ストラッブ/ F-1 
商品番号： 861-01088PW 

ストラップ/F-86F 
商品番号: 861-01090PW 

ストラップ/T-33A 
商品番号: 861-01093PW 

u — 
ストラップ/T-4 
商品番号: 861-01091PW 

発売開始から大好評のミリタリー携帯ストラップ。マスコット 
付きや流行のネックピースまでお好きなタイプを選んで使 
おう。 

自衛隊機携帯ストラップ 

人気の携帯ストラップに航空自衛隊の人気機種のミニチュアがつい 
たマニア必携のアイテム。ストラップ部分もセイフテイフラッグを摸し 
ており、雰囲気もバツグン。ファンの間では大ブレイクしているストラツ 
プです。 

携帯ストラップ/C-1 
: 861-00218DJ 
: 735円 

ストラップ/T-2 
商品番号: 861-01092PW 

ストラップ/F-86D 
商品番号: 861-01089PW 

ストラップ/F-4EJ改 
商品番号:861-01103 PW 

ストラップ/F_15J 
商品番号： 86141085 

(クレジットカードが使えます！） 
DC、JC B、VISA、MASTER の力ード 

が使えます。詳細は、とじ込みの注文用 
紙の裏を御覧下さいe 

C 代引注文ができます！） 
宅急便コレクトサービス（代弓I配送）を 

ご利用いただけます。FAXで申し込んで 
しゝただき、商品到着時に現金でお支払い 
下さい。宅急便コレクトサービスの酲送 
料は1回1000円です。 
(北海道•沖縄は1200円) 

C 送料は一律800円です ） 
これまで、商品ごとに送料があり、合計 

の金額がいくら超えても最高2000円と 
I巧システムでしたが、北海道•沖縄を除 
く全国どこからお申込みいただいても一 
律800円です。(北海道、沖縄は1000円） 
ただU—度にたくさん注文された場合 

で、そのうちのいくつかの商品の在庫が 
なくなった場合は、一度にお送りできない 
ので、後日、2回目の発送を致します。でき 
るだけそのようなことがないように細心の 
注意をはらっておりますが、それでもメー 
カーの都合などにより注文した商品をお 
送りできないことがあるかもしれません。 
その場合は、恐縮ですが、返金させてい 
ただきますので御了承下さい。 

(:箱書の送料は1冊につき400円です!） 
和書に限り（洋書は除く）、1冊注文さ 

れた場合は送料は400円となります。2冊 
以上ご注文された場合は、800円となり、 
それ以上も他の商品と同様800円となり 
ますのでご注意下さい。 

が出来るようになりました！ 
詳しくは、のりもの倶楽部WebShop 

iittp://www Jkaros.co.jp/stiop/ 
をご覧下さい。 

■ :: filial 
，/ 

黃Vミ, 
ド..麵,丨 

SHOEI航空へJレメツトFHG-5 
商品番号：861-00148SE 
税込価格:189,000円 
ファン待望のショウエイ製航空へルメット。このFHG-5は主に瞥察や消防、海上保 
安庁で使用されているタイプ。色はホワイトで別売のオプション部品を取り付けるこ 
とにより、海上自衛隊で使われてt \るFHG—3型とそっくりになる。価格は本体価格 
でレシーバーは装備されていない。このへルメットは航空機専用なので、オートバイ 
などには使用することはできません。ヘルメットサイズには大(頭囲59〜61cm)、中 
(頭囲57〜58cm)、小（頭囲56〜54cm)があるので頭部にあったサイズが選べ 
る。お買い上げの方にはヘルメットバッグをもれなくプレゼント。なお、完全受注生産 
のため、通常納期には3〜4か月程度必要となりますが、現在、当店が前もって注文 
した商品がございますので、すぐにお届けすることができます。 

携帯ストラップ/F-15J 
商品番号： 861-00297DJ 
税込価格： 735円 

携帯ストラップ/F-2 
商品番号： 861-00216DJ 
税込価格： 735円 

携帯ストラップ 
T-4ブルーインパルス 
商品番号: 861-00298 DJ 
税込価格： 735円 

携帯ストラツフ/RF-4EJ 
商品番号： 861-00217DJ 
税込i i価格： 735円 

ワイヤー&レザーストラップ 
新世代感覚の携帯用ストラップ。オシャレなキミにピッタリの 
アイテムだぞ！ 
ワイヤーストラップ.サイズ:全長約130mrruワンポイント*全長約25mm/レザーストラツ 
プ■サイズ:全長約145mm、ワンポイント•全長約25mm 

<ワイヤーストラップ> 
F-15J航空自衛隊 
商品番号: 861-01165DJ 
税込価格： 735円 

くワイヤーストラップ> 

ブルーインパルスT-4 
商品番号: 861-01158DJ 
税込価格： 735円 

<ワイヤーストラップ> 
ブルーインパルス3世代 
商品番号： 861-01159DJ 
税込価格： 735円 

<ワイヤーストラップ> 

ブルーインパルスT-4(平面型) 
商品番号： 861-01157DJ 

T-4ブルー携帯ストラップ 

ブルーインパルスファンなら絶対欲 
しいT-4のミニチュア付き携帯スト 
ラップ。紐の色にピンクとブルーの 
2種類があるので、好きな方を選ぼ 
う！マスコットのサイズ:約3cm。 

ストラップ/T-4フルー 
商品番号： 861-00787KJ (ピン 
ク紐）、861-00786KJ (ブルー 
紐） 
税込価格：各578円 

ブルインパイロット携帯ストラップ 

<レザーストラップ> 
F-15J航空自衛隊 
商品番号： 861-011540J 
税込価格： 840円 

オチヤメなパイロットのマスコットのついた携帯ストラップ。ブルーインパルス 
のパイロットタイプで直結タイプと吊り下げタイプの2種類があり、ストラップ 

の色もグリーンとブルーがあるので好きな方を選ぼう。でも誰がモデルかな 
んて詮索はしないこと!マスコットのサイズ:約3cm。 

L-..てH.TT:.マ ね.人.. 

ストラップ/パイロット 
(吊り下げ式） 
阅口口帯7^ ■ 
861-00783KJ (グリーン紐）、 
861-00782KJ (プルー紐） 
税込価格：备■ 473円 

ストラップ/パイロット（直結式） 
商品番号： 
861-00785KJ (グリ—ン紐）v 
861-00784KJ (ブルー紐） 
税込価格：各473円 

<レザーストラップ> 

ブルーイン/〇レスエンブレム 
商品番号： 861-01150DJ 
税込価格： 840円 

くレザーストラップ> 
ブル^—インパルスT-4 (平面型） 
商品番号: 861-01149DJ 
税込価格： 840円 

<レザーストラップ> 

ブルーインパルス3世代 
商品番号： 861早01147DJ 
税込価格： 840円 
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麵 

人命救助に携わる 
;ります。ご了承下さい） 足々の熱、、ドラマ 
A4変型定価1200円（税込）•送料1〇〇円 

密着ドキュメント 

ポンプ車の移り変わり * • • 

时4' 

騎 

I職綱亂軌.，.。想.池娜】&華 

石垣島消防本吾咏難救助訓練 _ - 
空飛ぶ水難レスキュー隊世界の注目を浴びるモーターパラ.ライフガード 
幻の消防犬/明智消防署多目的災害活動車/イタリアミラノの救急体制 

好評連 •防災イベントレポート參輝け日本のファイアー■ファイター！ •全国消防署ファイル•熱血消防団レポート 
•レスキュー道具図鑑❿消防、救急救命土/資格取得スクール#新連載消防学校ドキュメントほか 

響 

お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文いただくか直接弊社まで現金書留または郵便振替にて送料を添えてご送金下さい。送料は冊数に関係なく ]回のご注文|rっき1〇〇円です 
郵便振替00100小62696〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂1<ビルTEL03-3267-2766イカ□ス出版販売部 

24時間本が買えるネット通販http://www.ikaros.jp/ 



大人が「おまけ玩具」にはまる理由 
それはチョコエッグから始まった 
玩具つきお菓子の歴史 
日本のフイギア発展史 
キャラクターフイギアコレクション他 

_全国コレクターショップ 
_インターネットでお宝玩具をゲット 
參食玩コレクター用語辞典 

イカロス お菓子で集める 

オマケの 
おもちや •B6判 

•定価1,780円（税込) 

今や大人の間でもブームになっている 
『食玩』(玩具付き菓子)は、いかに生ま 
れたか？ 
製造秘話、造型作家やメーカー開発担 
当者へのインタビューを交え、最新の商 
品ラインナップをはじめ、種類や入手方 
法を徹底ガイド。あらゆるおもちゃフアン 
にその奥深し、世界を紹介。 

お麵子で集める 
(ィ卻ス雕，芯） 

mm 

トツプガン 
田2Mpb 
ファイター•バイロツトのナイシヨ話 

菅原淳著 

•四六判上製本 
•定価1780円（税込） 

ハ. 一％;‘.「厂へ广卜 

好評発売中 
乗る、見る、遊ぶ、熱くなる!！ハイパーのりものマガジン 東日本の新辞線 

今年は、[東北新幹線、上越新幹線開業20周年], 

[山形新幹線開業10周年]、 
[秋田新幹線、長野新幹線開業5周年]の記念の年!! 

のりくらでは、この記念すべき年にちなみ、 
東日本の新幹線の概要から歴史、使用車両の 
詳細、編成データ、Nゲージ、将来の展望まで 
を取り上げて特集します。 

上野、東京の. 
お:！:産、グッズ紹介1 

ガイド 
国内3大航;空会社を中心に、フリートガイド、 
マイレージ、割引運賃、キャラクターグッズ、 
羽田ラウンジの比較、機内食の比較などなど 
多彩な内容でお贈りする、のりくら版“航空旅 
行ハンドブック”。 

コンフィギュレーション 
カタDグ付。 

r巻末付録/特選G OODS 
メールオーダー カタロク付❿ 

•道路を走る電車 
#日本車輛工場潜入ルポ 

- - 

お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文するか、直接弊社まで現金書留または郵便振替にて送料を添えてご送金ください。 
送料は冊数にかかわらず、1回のご注文につき300円です。ご入金確認後、商品を発送致します。 
亍162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂KビルTEL03 ¢3267)2766郵便振替00100小62636イカロス出版販売部 

便利なネット通販もご利用ください。 ‘ン 」 .. : . : — 

http://www.ika ros.jp/ 

㉙驟溫??_明かす 

ィ康ユア读怎 

好評発売中 

章章章章章 
12 3 4 5 

第第第第第 

総飛行時間5500時間、戦闘機パィロット人生OQ年間の著者が、 

数多くの体驗をもとに書き下ろしたエッセイ。 

籾めマのスクランブル、ての体験、大事故の悲椽さ、 
航空機を壤してしまったこと、もらろんそれKr上のいい思>でな、となど…。 

パイロット志望者や戦闘機好き认外の読者にも楽しめる内容。 

〔主な内容一 
•『戦闘機パイ□ット』という職業•情けない『初 

陣■•恐怖の『緊急着陸i_io関所破りi §高 
度計』でI万フィ—卜の認識ミス•命の源『酸素』 

•空の「トイレ』はテイク•アウトで•火縄のよう 
な『落雷j •『行方不明』という不幸•停電のため 

の訓練ヲラック*7ノディング』他 



is 
丁 

飛ぶ人のマルチ情報誌 

スポーツ 

>A4変型定偭1500円(税込）•送料100円/年間購読料6,400円(送料♦税込)•全国の書店、各専門店およびスクールで発売 

スカイスポーツ』は四季刊になりました。 
これからも応援よろしくお願いします/ 

スカイスポーツ夏号Summer 
全てのパイロットに捧げる“お天気”の知識 

特集スカイスポーツ 
お天気講座 

スヵィスポ-ッの^^ 
ためのテクニックから愛機のメンテナンスまで 思う存分、味わえます! 

定期購読キヤンへ■ン実施中!年二：申-しぶ 

j冊おトク」 

キャンペーン期間中、 
年間の定期購読を申し込むと 冊プラスで翌号をプレゼント! 

電話で簡単にお申し込みができます。 S03-3267-2766 

キャンべ-ン終了予定平成15年1月末日1ャ常ンのへ年一溫あります。 

ビス}で5冊お届け 
2年間(8冊)お申し込み 2冊おトク」 

購読料12,000円(送料サービス)で10冊お届け 
〔3冊お卜乂 3年間(12冊)お申し込み 

購読料18,000円(送料サ-ビス)で15冊お届け 只今、好評発売中 

アマチュアパイ□ツトからプ□パイ□ットまで。 パイロットライセンス取得に役立つ入門ガイド 

: 

(、イカロス『ヘリコプタ軽飛行機操縦士ライセンス入門』改め 

幽叶にチ㈣ 
へリコプター 
&軽飛行機 

微『ンスに I (仮題) 

国内、海外(アメリカ、オーストラリア）の 
フライトスクールを取材。 
現地の訓練や留学生達の生活をレポート。 

フライトスクール約Aft 

操編士ライセンスの 
取り方#^かる 

•軽飛行機&ヘリコプター誌上「操縦講座」•ライセンス取得 
のためのガイダンス•操縦士ライセンスの基礎知識•君はパ 
イロットになれるか？ •ライセンスはどこで取る？ •注目の航 
空留学の魅力とは•航空留学を成功させるポイント•プ□は 
こうじC目指せ！他 

A4変型定価1,890円(税込) 

7月31日発売予定 
書店にて予約注文受付中! 

お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文するか'直接弊社まで現金書留または郵便振替にて送料を添えてご送金ください。 
送料は冊数にかかわらず、1回のご注文につき300円です。ご入金確認後、商品を発送致します。 
〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂KビルTEL.03 (3267) 2766郵便振替00100-1-62696イカ□ス出版販売部 

便利なネット通販もご利■ください。 

http://www.ikaros.ip/ 



力 ■ ス出 の本 お求め方法 
平成14年4月30日より、クレジットカードで本の買い物ができるようになりました! 

郵便振替もしくは現金書留 
本誌とじこみ、もしくは郵便局に備え付けの青い「払込取扱票」の通信讎こご希望 
の書名（ノ又ックナンJ (一は年月号)と必要事項をご記入のうえ、（現金書留の場 
合は、お支払い方法の「現金書留」をチェックし、ご希望の書名を書いた下の注文 
用紙を同封して)本の代金と送料をお振込みください。お手元に届くまで7日から 
10日かかります。 
郵便振替口座番号00100•1-62696 口座名/イカ□ス出版 
送料/定期雑誌のノ（ックナンノ〈一のみご注文の場合、冊数にかかわらず、100円。 
それ以外の組み合わせでご注文の場合、冊数にかかわらず、300円。 
※恐縮ですがいずれの方法も手数料はお客様負担となります9ご了承下さい。 

代金引換 
下の注文用紙のお支払い方法の「代金引換」をチェックし、必要事項をすべてご記 
入してFAXか郵送で送ってください。（同等の内容が記入されていれば、メールで 
もお受けします。）ク□ネコヤマトのドライバーが商品をお届けする時に、商品と送 
料の合計金額をお支払いください。お申し込みからお手元に届ぐまでに3〜5日 
かかります。 
送料（手数料込み）/1回のご注文につき冊数にかかわらず、800円かかります。 

クレジットカード 
下の注文用紙のお支払い方法の「クレジットカード」をチェックし、必要事項をすべ 
てご記入してFAXか郵送で送ってください。（同等の内容が記入されていれば、メ 
—ルでもお受けします。)お申し込みからお手元に届くまでに3〜7日かかります。 
送料/1回のご注文につき冊数にかかわらず、500円かかります。 
※お支払い回数はいずれも一括のみです。 

オンラインショッピング 
ホームページから小社の商品をすべて購入できます。 

http://www.ikaros.jp/ 

ショップ[のりもの倶楽部]店頭で 
小社の本がすべて揃っています。 
新宿区神楽坂2-16-〗JR飯田橋駅から徒歩2分 
TEL.03 (3267) 2724 http://wwwjkaros.cojp/shop/ 

営業時間〗1時〜20時（木曜定休） 

書j占•で 
お近くの書店でお取寄せ注文ください。 

便利な年間購読もあります(カードも0K)! 
※詳しくは、本誌バックナンバーページをご覧下さい。 

お申し込み•お問し、合わせ 
亍162-8616東京都新宿区神楽坂3_2神楽坂Kビル 
TEL.03 (3267) 2766 FAX.03 (3267) 2772 
Eメール sales@ikaros.co.jp http://www.ikaros.jp 
郵便振替00100-1-62696 イカロス出版販売部 

i i丨注文用紙丨丨i 

フ1)ガナ 

お名前 

電話(携帯_PHS)/ FAX/ 

メールアドレス/ 

お届け先住所 
{マンション•アパート名まで) 

お支払い方法 
(いずれかに✓をつけて下さい） 

□代金引換 □現金書留 
□クレジツトカード(〇で囲んでください。 JCB 

(*郵便振替は綴じこみの青い兩紙で) 

VISA MASTER ※いずれも一括払いのみ） 

※クレジットカードを -4^ ド班巨 
選んだ方のみご記入ノJ 1 

有効期限西暦 年 

1 商品名 数量 金額 商品名 数量 金額 

注）送料について(1回のご注文につき） 
•現金書留（郵便振替）300円(バックナンパ-のみなら100円） 

•代金引換(代引手数料含む）一律800円 
拳クレジットカードー律500円 

小計 

送料 

合計 
(※コピーのお申込も可) 



度来店すると、はまります。 
通販では買えないものがどっ六门1 
關店15111年ロンクラン感謝セ 

ikS施中 
模型.クッズ.ビデオ• C Dから 

和書•洋書まで常時2万点の品啪无。 
のリものフアンの卜ータルシヨッフ^ イカロス出版直営 

エアフォース関連の 
完成モデル、 
ブラモ、ワッペン、 
クッズ、ビデオ.Dm 
そじC新刊書、洋書もさ5に充実! 

軍用機フアンは 
神楽坂に集結/ 

Shoo 

鼻 

エアーショップ•イカ□ス 
として開店以来、今年で 
15年を迎えます。さらに 

^ m飛躍を目指して商品の充実を図りつ 
零つ、皆様のご要望に応えていきたいと 

思います。各仕入れ担当者が自信をも 
っておすすめする商品の数々をご覧下さい。 

特価セールも実施しています。 

中国トランぺッター社プラモデルとAML社のプラモデルの在庫リストです。もちろん絶版品も多く含まれてい 
るので、早い者勝ちとさせていただきます。また、売り切れの際はご容赦下さい。 
取り扱い商品の一例(表示価格はすべてのりもの倶楽部特価です。消費税別） 
★02812/スホーイSu-15UMフラゴンG¥4,960^028ri/スホーイSu-15TMフラゴン(=¥4.960女 
02810/スホーイSu-15フラゴンA ¥4,960女01324/スホーイSu-47ベルクート¥4800女0卜606ノアント 
ノフAn-2水上フロートタイプ¥1_200女〇1607/アントノフAn-2雪上スキータイプ¥1,200责05207/ソ連へ 
リ空母キエフ¥4,160女02816/ア□スパシアルSA365INJドーファン2アイスランドコーストガード¥2,240★ 
◦2801/HH-65Aドーファンアメリカ沿岸警備隊¥2,240女02301/中国陸軍75式105mm無反動砲搭載ジープ _-^ ___ 
型車¥2.560女01201/英国帆船メイフラワー¥9,600女01202/中国航洋型大型ジャンク船¥11,840女04◦〇1/アントノフAi>12BKカブ¥3,840女03903/イリ:i—シンA-50メィソ 
スァイ空中早期警戒機¥3,360女03902/イリューシンIしフ8空中給油機¥3,360女03901/イリューシンIし76輸送機型19SファーマーC¥6 240★02209/MiG« 

1 ファ—マ-£¥氐24〇+〇2208/シェンヤンFT6練習機(MiG-19複座型)¥6,240★02210/M「G-2〗F-13(初期型)¥5,920女02216/中国空軍F-7(MiG-21初期型)成920★ 
02217/中国空軍F-7EB(MiG-21改良型アク□ &デモカラー)¥5月20女02220/中国空軍F-7MG(IVIiG-21改良型)¥5,920★韓国陸軍88式戦車¥1,840★ブラジル日1$〇30即0戦宙 
¥U840i*rfVliG-21 UMモンIdルB(複座型)¥5.920+IVMG-21 MF¥5S20*Tu-1 6K-10バジャ~C¥3.840★中国空軍XIAN JHU-6 (丁lM 6給油機)¥3 840★Tu-1 6K-26バジャー/中国空軍 
H-6¥3,84ChlrA-1CiAN/AW複座型粗600★韓国陸軍主力戦車1〇六1¥1.840女丁-72日¥1,840 抓ビbハノャ/平LJェ軍 
AML社プフモ仙ず109D 1/72¥1,620^F1AT 0.501/72¥1,620★円AT G加シU—ズ21/72¥1,620★力-チスホ—ク75 A-1/2/31/72¥1710★力—チスホ~々75A-4モ朮 
-ク1/72¥1，710★ミラ—ジュ3Cl/72¥1.62ChkrDC-2大日本航空1/72¥4,230^HA200サエッタ1/72¥1 f620i*rP-63F/C キングつづラ1/48¥4 ^5ChlrSB-っ M-IOO/R^T 
1’ミ-M-103ごブラックポレット1 /72¥1,620★スピットファイア Mk‘9C/El/48¥2,700★ファントムFH-1 Upgraded 1/72 ¥1,530★フェアリ 
—ノル八コア1/72¥1.980★ブリストルブレニムJVIIc11/72¥2,250★ブリストルブレニムMk. 41/72¥225◦★ペトリヤコフPe-2 TF1/48¥4770‘ぺトリヤコフPe-^棟習機型1/4。 
¥4,77。★ペトリャコフ％3/PW 19411 /48¥4,770^7}T-^-i/-^~^ 1 /72¥ 1 100 ]メ4ル"。★へ卜」ャコフPe 2練白甎1/48 

ケモフン1/48 ¥2,970责二愛Ki-83 1/72 ¥2.070★三菱キ-21九七重爆1/72¥4f050★三菱キ-21九七重爝Ve「.21/72¥4,050★特士攻撃機橘 
花UPGRADED1/72¥1.350★〇ctopus/グラマンF7F-3Nタイガーキャット1/72¥2,880★クラシックエアフレー/、/ブレニムMk1 
1/48¥5.040★ブレニム歐.1/IFフィンランド空軍〗/48 ¥5,040女ブレニム1\/11^51/48¥5,040★ボーイングF4B-41/48¥3150★ボーインヴ 
P-12E〗/48¥3,150 *このほかにも、当店にしか臛いていないたくさんの軍用機模型やグッズがあります。 ^ 

JR、地下鉄 
「飯田橋」駅 

63分。 
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-3 

至市ケ谷 

西口 JR飯田橋駅 東口 p筌 
至水道描一^ 
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但卑翊 
■贏，✓■v u画/ 

^■：^S：^i5：. i；:;'i::. パ-二 : - : /：^v： t - 

東京都新宿区神楽坂2-16-1軽子坂田中ビルB1F 
TEL03-3267-2724 
•毎週木曜日定休日(祝日の場合は営業します)。 
參営業時間午前11時から午後8時まで。 

★ネットでのお買い物はこちらへ。 

http://www.ikaros.co.jp/shop/ 
★通販カタログでのお買い物は本誌巻末のカタ□ク+をご利用下さい。 



航大•管制官受験のための専門スクール 

▲ m 

航大最終合格者 

72名中18名合格 

▼ t : 

h: 
陶• 

管制官受験はこの夏の追い込みが合否の分かれ目。 
公開筆記模擬試験で実カチェック。弱点は、授業&講師陣からのアドバイス 

象妙 

却成13年度 

実績 

管制官最終合格者 
45名中21名合格 
管制科最終合格者 
1名中32名合格 

UNE 
lAfings 

主催 

「月刊エアライン」と「パイロット•管制官入 

試問題集」で定評あるイカロス出版が作 
った筆記テスト。各校の最新出題傾i|4Jを 
的確につかんでの出題は実力診断に最 
適です。筆記試験対策は、実践形式で 
訓練するのが何より効果的。また1回ごと 
の順位表と、採点者の手書きによるアドバ 
イスも好評です。 

■"1 

參航大コース •管制官コース 
•航空保安大学校 

管制科コース情報科コース電子科コース 

し 

2002年度版案内書無料送付中 

Iお問い合わせおよび資料請求先 

〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 

イカロス•アカデミー航大•管制官合格講座 
TEL 03-3267-8839 FAX 03-3267-2738 
ホームぺージアドレスhttp://www.ikaros.jp 
E-mailアドレス jukenkouza@ikaros.co.jp 

_随時行っております。下記までお電話でお申込ください。 

航大•管制官 
合格講座 刪スク-ル説明 

で徹底的にクリア。短期間に集中して勉強するのが実カアツフのカキです。 
圧倒的な合格率を誇るイカロスの夏季集中コースで最後の仕上げをして 
みませんか。講師陣からの受験アドバイスで最後の不安を解消しましよう。 

公開筆記模擬試験 

通信添削講座 



みなさんは、「航空無線通信士」という資格があることはご存知イカロスの 
でしようか？ 

<-の資格は、航空業界への就職を目指す人必携の斯線 
免許です。エアラインおよび事業用バイロットはもちろん、 

管制官やディスバッチヤー、航空整備士など仕事で航空無 
線を扱う人は必ず取らなければなりません。 

ところが、この国家試験がか 

なりのIB関で、最近の合格率は、 

27% 614名中168名合格(平 

成13年8月期)という厳しさです。 

第1回受講生のみなさん 

そこでイカロス•アカデミーでは、これから航空業界に羽ばたこ 

うとしているみなさんをできる限り応援したいということで、国家試 

雙竺呈験せずに取得できる『イカロス航空無線通信士 

第2回受講生のみなさん 

認定養成講習会』を開設しました。 

そして、これまでの受講生は100% 

免許取得という素晴らしい実績を誇 

つています。 

すでに受講したみなさんの先輩たち 

からは、「無線の免許を先に取ってしまったので、訓練に専念できる」 

「これから国家試験を受ける同期生は大変苦労している」「本当に受 

講してよかつた。ぜひ後輩にも薦めたい」といった感想が多数寄せ 

られています。 

そして次はあなたの番です。『イカロス航空無線通信士認定養成 

講習会』を受講しr、航空業界就職 

のための強力な武器、「航空無 
線通信士」をぜひゲットして下さい。 

第3回受講生のみなさん 

航空無線通信士認定養成講習会 
の^^^^^ 

❶最大の利点は、国家試験を受験せずに免許取得ができる点にありま尤 

0試験範西がこの講座で使用される教材に限定されるので、勉強しゃす 
いのが魅力です。 

経験豊富な講師陣による的確な指導により、独学では決して得られな 
:い知識の習得が可能で 

0講習会を通して交流の輪が広がり、貴重な経験が出来たと好評です。 

iiffl 
ぼ::： 

受講期間：第4回平成14年8月26日(月卜9月13日(金）（日曜を除く16日間 

第5回平成15年2月24日{月卜3月14日(金}最終日は予備日〉 
へ. 5/ '' [V.‘ぃて—ノ パ’;.::：..d.: ... 

/:/‘ i 
時間M 0:00〜18:00(予定）（講義時間ぉょそ■時間） 

受講料：28万8千円(弊社r航太-管制官合格講座」受講生は割引制度ぁり） 

受講資格:高校卒業以上最小開講人数：15名 
(日程および詳細は変更される可能性がありますので、必ずお問合せの上お申し込みください。) 

I rイカロス無線講習会を推薦し秦m 
(財)日本無線協会養成課程部部長瀧本誠 

㈣ 一—---一-—---熱_一_J 

イカロス•アカデミーでは、全国初の『航空無線通信士認定養成講贺会』を実現 

させ、これまでの受講生も全員合格（100%免許取得)という素晴らしい実績を挙 

げられました。このような好結果の要因として、次の点を強調したいと思います^ 

1_受講された方々が、強い目的騮を持ち続けられたこと(パイロット管制官になりたい等々)。 
2. 経験と知識を有する講師の熱意と、高い学習意欲を持った受講生との真剣酿(質疑応笞など)。 
3, 定評あるイカロス•アカデミ-の航空関連教育内容と、抜群の合格率を可能にしたサポ-卜体制。 

是非あなたもこのチヤンスを生かし、大空への夢に挑戦してみませんか。 

無料バンフレツト 
お送りします。 

お問合せ先 

イカロス•アカデミー「無線講習」係 
e-mailアドレス jukenkouza@ikaros.co.jp 

〒162-8616東京都新宿区神楽坂3_2神楽坂ドビル 
TEL 03-3267-2859 FAX 03-3267-2738 
ホームぺージアドレスhttp://www.ikaros.jp 



B6判 
定価1,680円 

飛響 マ:^アの&礎知識 
ひ抓• .■せj ▲-二石嫌轚 
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B6判 
定価1,890円 
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A5判 
定価1,260円 

AB判 
定価2,800円 

AB判 
定価2,800円 

ニアの 
基礎知識 

B6判 
定価1,631円 

譚 m n 
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B6判 
定価1,680円 

行動派に役立つJウイング印の本M行ii派に役立つJウイング印の本 

日本でみられる 
戦車ガイド 

日本でみられる 
艦船ガイド 

戦闘機年鑑2001-2002 旅客機年鑑 2002-2003 

誰もが気になる女性自衛官の真実 

がんばれ女性自衛官 

【マニアの王道シU—ズ】 マニアの王道趣味のカタ□グシリーズ 

名機250選 

匪プラモ基マ礎二蟲 扣ラ仆シ誌溢 酬機ムゎかる本 

イカnつ出版爪ホームペーりでイソ々-ネット通販、好評受付中！ http://wwwJkarosjp/ 

【マニアの王道シu_ズ】 【マニアの王道シリーズ】 _ 【マニアの王道シリーズ1 E道シリーズ】 

【マニアの王道シリーズI 【マニアの王道シリーズ】 

旅客機最新情報から業界動向まで 現用の戦闘/攻撃/爆撃機集中収録 サクセスシリーズ⑰ 

軍•民のエアバンド•リスナー必携 

イカ□ス出版の図書•刊行物ご案内 

戦闘機のことがもつと知りた 
い、詳し<なりたい人のrcめ 

にミツシヨンか6運用のしく 
みまで、戦闘機の基礎知識を 

完全網羅。 

PCフライトシミユレ—夕とは 
どういfつものか、パynンは何 

を選んだらよいか、ソフトは何 

がよいか、上達の秘訣は？など 
を紹介した本格的入門ガイド。 

海上自衛隊、海上保安庁の艦船 
の各型式、艦船ウオッチング. 

アドバイス、艦船配属マップを 
完全ガイド。海上自衛隊の艦艇 

と海上保安庁の船舶を見分ける 
ためのベIシック，データ集。 

陸上自衛隊の戦闘車両の各型 
式、戦闘車両ウオッチング，ア 

ドバイス' 戦闘車両配属マップ 
を完全ガイド。陸上自衛隊の戦 

闘車両を見分けるためのベー 
シックデI夕集。 

好評の改訂版。現在世界で活躍して 
いる戦闘.攻撃.爆撃機約]30機種を固 

定翼.回転翼に分けて精密解説。全編 
青木謙知氏が執筆。巻末にはエンジン 

リスト、搭載ミサイルリストを収録。 

便利な略語表も掲載。 

ボ—イング「ソニック•クル—ザ1Jと 
エアバス「A38〇」の2大ブ□ジHク 

卜を徹底検証し"米国同時多発テロ 
後の旅客機産業の現状と今後の動向 

を探る。さ5に世界の旅客機ダイレク 
卜U—全157機種をビジュアルに展開。 

IV 

機 
用 

nml 
M 

軍用機の種類、軍S機メ—力—' 
名前の覚え方、軍用機の運用者と 

部隊.飛行機' シリアルナンパー、 
性能と任務、軍用飛行場ウオツチ 

ングの基礎、その他の楽しみ方ま 
で。 

判 

円 
1 3 

:Yi»" Biffil 

軍用機飛行の常識、軍の常識、 
装備の常識ほか軍用機マニアな 

らではの知識が満載。 

1 - 
iuu 

一 l¥t 

戦車の誕生と発達の歴史、戦車 
の構造と兵装、戦車の操縦法、 

機甲部隊の編成、装甲戦闘車両、 
戦車部隊などガイド。 

飛行機模型へのアプローチ、飛 
行機分類とスケール研究' 製作 

テクニック、ビギナ—向け推奨 
キツトの紹介、各種アイテム、 

プラモ用語解説ほか。 

迷彩の天使が誕生するまでの教育 
過程をはじめ、半年にわたる実習 

幹部の遠洋航海など、陸.海.空自 
衛隊で活躍する女性自衛官の魅力 

を余すところな<伝える一冊。 

:海戦と軍艦の発達、第二次世界大戦 
7% の艦船兵器、大戦後の海戦と推進機 
一^関の進歩、現代の軍艦の艦種、現代 

の艦翼器、海上自衛隊の現状と問 
^ 題点、世界の海軍博物館と展示軍艦、 

^ 生きて：3る軍艦を見るにはまで" 

に本 1fa® F ^ 

1羡 
パィ0ット！2« 

め51 asパVGV卜..'二 d 窃畐バイ 
3裔1*1 

S}* V . 

.籍M 
I,® n- M ^ ^ i-u 

^..4. F ^ * s# i tsa9 lit 

判 5 
A 

円 
o 

8 
6 

節’ 
定 

戦闘機から哨戒機' へリコプタ— 
まで、陸海空の自衛隊パイ□ツト 

になるrcめのノウハウと仕事内容 
を徹底ガィド。また、航空機関連 

の職種まで網羅" 

ライトフライヤ—から、リンド 
バ—グのスピUツトオブセント 

ルイス、零戦、フアントム、そし 
てトリプルセブン、F—2まで、 

主要名機のすべてを収録。 

世界最高峰の軍事ライター、K 

ル■スウィ—トマン著。スーパ— 
クル—ズとは何か？ステルスW 

に潜む弱点を克服、戦闘シミユ 

レーシヨンの研究、開発秘話まで 

一 

2 

，讎：0J 

レシーパー新製品レポ—卜から〔田 
^5 用■旅客機ともにエアバンド.リっ 

^ ニングに必要な情報が満載。最邮 ^ 版HアバンドTタブックと全E 

XンルIトチャI卜の付録つき 



Jシップス A4変型定価各1,200円糸リ〇1.5のみ特別定価900円 

サマースべシャル号 
各地方隊の艦艇ィべ 
ントを大特集。とじ 
込み付録/海上自衛 
隊ダイレクトリー 
(A5判)付き。 

護衛艦「いかづち」潜水 
艦rまきしお」掃海艇 
「なおしま」の新造艦特 
集。フランスの原子力 
空母「シャルル•ドゴー 
ル」の現地レポートも。 

空母キティホークの艦 
内施設を誌上初公開。 
インド国際観艦式の詳 
細レポートやそこに招 
かれた護衛艦「あまぎ 
り」を現地取材。 

鑑艇フアン必見「観 
艦式2000」の大特 
集。護衛艦「むらさ 
め」や日本最大の軍 
港として、歴史が残 
る呉の徹底ガイド。 

護衛艦隊40周年大 
特集。柴田三雄の写 
真ととちに、あらゆる 
角度から40周年を迎 
えた護衛艦隊の全貌 
に迫る 

B5判 
定価1,000円 

喷I晒— 

•本の定価は全て税込み、送料は特に表示のない限り、冊数にかかわらず〗回のご 
注文にっき300円、Jレスキューのみの場合は1〇〇円です。 

•本のお求めは全国の書店で€ない場合は書店に注文するか、直接小社まで現盏書 
留、郵便振替にて送料を加えた合計金額をご送金ください。（綴じ込みの青い郵便 
振替用紙もご利用できます。）ご入金確認次第、商晶の発送を致します。 

•代引きサービスもございます。（ただし、発送手数料1回にっき800円） 
ご希望の場合はFAXで「代引きサービス希望」と明記の上、お申し込みください。 
FAX番号： 03(3267)2フフ2 

拳いずれの場合も商品名、ご氏名、ご住所、電話番号をご記入ください。 
※弊社シヨップrのりもの倶楽部」店頭でもお買い求めできます。 
• は直接小社へお申し込みください。 

■お申し込み*お問い合わせは 
〒162-8616東京都新宿区神楽坂3,2神楽坂Kビル 
»03(3267)2766郵便振替/00100-1 *62696 

イカロス出版販売部 
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デイビッド*ゲロー著/ 

B5上製本 
定価5,040円 

AIRock BOOK 

航空事故 増改訂版 

しF.E,コームス/著 
B5上製本 
定価4,200円 

デイビッド、ゲロー/著 
巳5上製本 
定価3,990円 

1_カロス出版のホームページでインターネット通販、好評受付中! _http://www.ikarosjp/ 

航空テロ コクピット変運中 

イカ□ス出版の図書•刊行物ご案内 -:呢 
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jレスキュー A4変型定価各1,200円 

大阪市消防局®成消防 
署の24時間密着取材、 
長野県警察山岳遭難救 
助隊の訓練、2002日 
本全国消防出初式を一 
挙掲載。 

全国で行われた消防援助 
隊合同訓練の様子、NYグ 
ランドゼロでボランティア 
活動をしたB本人消防士 
のインタビュー、消防指令 
センターの現場を紹介。 

米国同時多発テ□での 

消防士の活躍を紹介 
するほか、全国消防救 
助技術大会の模様や、 
7都県市合同防災訓練 
を紹介。 

目黒消防署の24時間 
密着取材、災害救助犬、 
特別救助隊員達の訓 
練、ドクターヘリ、2001 
年デビューの新型車両 
ほかを紹介。 X 

航空業界て 

fi監艇をおもしろくする海のバラエティー•マガジン 八イロット•管制官受験対策問題集 

日本で初めての航空事故記録集 世界一の記録集 航空機誕生からグラス]クピットまで網羅 民間機を襲つた事件の記録と検証 

ック岩崎の魅力が凝縮 ほしいキツトがすぐにみつかる ■一の専門マガジン 消防•防災•レスキ: 

日本国内のヘリカタログ■才—ルカ 
ラー化で保存性、資料性がよりアツ 

プ。消防ヘリなど様々なヘリパイ 
□ツトの現況などもレポ—卜し' 業 

界、ヘリnプタ—フアン必携の一冊。 

就W 界1、一 航空業界に就職するための企業 
研究や採用情報、先輩たちのアド 

イバイスなどを1冊にまとめた完 
全ガイド。最新の採用事情、企業 

II麵/デ—夕、就職に直結したスクール 
E ガイド(厳選]5校)など情報満載。 

182すジス艦 
1■，翳？詩 

官02 れ2 

第？； 

管QQ 
k壽 

外題 
□問 

V試 
バ入 

VO 

見のほち阪 
で強の艦目， 

1；清 _M,海-h 

aEsiジ潜の地 
s.;- V 基 
柴るイかは神 

一：く 

円 

藝 

遍r 

パイ□ツト•管制官志望者のた 
めに採用ソース別受験ガイドと 

試験の傾向と対策を紹介。最新 
既出問題の解答&解説および過 

去既出問題の解答&解説を併記 
し' 受験対策に備える。 

日本のアク□パツト飛行の第I 
人者、〇ツク岩崎の活躍をまん 

がを中心に写真やインタビュ— 
で構成。 

約300件の世界の重大事故を 

写真と詳細なレポ—卜で解説。 
97年2月発生の航空事故まで収 

録。 

ライト兄弟のフライヤ^^-~^『か 
ら、現在に至るまでの軍用機、 

民間機のnクピツトの変遷を詳 
細に紹介した世界でも希少の一 

冊。 

民間航空初期のテ□行為から、 
八イジヤツク、撃墜、強制着陸 

など' 1930年から現在まで 

に旅客機に企てられた航空犯罪 
を網羅。 

は版 q語航空Sぁら！分野の世界記 

44録が勢揄い。ギネスブックなら 

Ill sではの多くの貴重な写真、歴史 
的な写真を幅広く収集。 

■ 1 

機 

行 
飛 

自慢の自作モデルを披露する読者 
の恒例「誌上模範作品展」他、モ 

デラ—必携の保存版、飛行機ブラ 

モを一挙に紹介する「主要モデル 
カタログ」など、飛行機キットや 

プラモ作りの情報が満載。 
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今月は創刊4周年、そして次号はなんと！ 
jウイングは通算cn g発行記念号なのだ一つ！ 
月号に引き嫌き、wリ呀 1。マきの■■网 

r纟リタリー略号辞典下巻& jスロ巧 
I 空母キティホークの艦載機、第5空母航空団のホームべ_スを取材! 

戀米軍厚木基地と 
, ，デ％fす —_ __ _ _ 

CVW-5大特集!！ 
横須賀を母港とする米空母キティホ-クに搭載されてぃる航空団として、日本のファンにもっとも親しまれてぃるのかI木，也^谓,— 

ぽ^ってしまっ^らはそのニュ„スがなかなか人ってこなくて寂しいファンも多ぃのではなぃだろうか!？でも、な 

ちろんCVW-5は健在だ。日本で唯—'艦載航空機を擁する部隊、cvw-5。次号では、なんと初めて厚ラ底取ゎ 
けする！ F-14、F/A-18、シ3B、EA-6B'E-2C'C-2A、そしてSH-60■..。常に実戦部隊でもあるCVW-5を、クル-ス則のへ-ス内の姑 

ただしい雰囲気とあわせてどぉ んと紹介しよう！ ________  

金生のエア•々トウーと 
さらに！フ^?ホローはスゴいらしい… 

世界最大のエアショー'エア•タトウ—ことRoyal International Air Tattoo(RIAT)。その名ミ通り'参加ミカ 

を身にまとぃ'ぶんぶん飛び回ることで有名なイギリスのエアショ—だ。次号は'4^エア、•なーヴ、一kと 
ンボロ-•エアショ-のレポ-卜からスタ-卜。2大エアショ-が開催されるとあって、今夏、イノクフ〆卜は暑ぃそ!！やっはり夏は、ノ 

ショーがなくちゃ始まらなぃっっ丨 . 

初:初…プロ另ンラマンみ_例がばっちり入った【短期集中連載】 

写真を撮りたい人の「航空祭入門!②」 
もお見逃しなく!！ _では次号でまた、お会いしましよう！ 

■^1 ファイナル直前！ 

壹YS_11スペシャル2002 
ぃよぃよ退役が間近に迫ってきたYS-11。次号のYS-11ファイナル直前特 
集では、エアーニッボン、日本エアコミューター両社で最後の活躍を続ける 

YSを札幌と鹿児島の両ベースに追った。2003年9月までの全機退役が決 
定したANKと、後継機種ダッシュ8Q棚の導入が目前に迫つたJAC°YSの 
カウントダウンをその目に焼きつけろ！さらには、官公庁のYSも徹底フイー 
チャー。知られざるその運用を徹底解明する。 

姉妹誌月刊エアライン 
..‘ノ 人. 

_ ::: 

2002年 

9月号は7月30日発売です 

142 
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軍用機知識がさらにアツ 

•国内で見られる自衛隊と米軍の軍用機について、軍用機識別のため 
の「法則」を満載！ 

參機体ごとに、写真、側面図&平面図、性能スペック、部隊マーク、全 
機のシリアルナンバー等豊富なデータを掲載、「どこをどう見分ける 
か」をビジュアル解説。初心者にも見やすく、わかりやすい誌面構成 

春機体のカタチ、部隊マーク、シリアルナンバー、マーキング、どこから 
でも調べられる立体構成 

•航空祭で撮った写真の整理にも役立つ頼りになる1冊 

irベ4： 

—と®龉塞垚粥いd 

航空自衛隊/海上自衛隊/睡上自衛隊/ 

在日米空軍•海軍•陸軍金約120機種 

我さ^溫でrilはIる^^症ぼf游まで獅 24時間本が買えるネット通期 
干162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂ドビル郵振0010CM-62696 TEL03-3267-2766イカロス出版販売部 http：//WWW.jkafOS.jD/ 
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スピルバーグ&トム•ハンクス製作総指揮。映画に入りきらなかった全1〇時間の真実、wowow独占放み 

見たい格組がある 

加入は電気店•ケーブルテレビ局などへお問い合わせは0120-480801(r中H) マカジンプレむント中 w®wow 
URL ► WOWOW,CO.ID/bOb 

- 

ザ舞龜辨が’へ〉. 

I別定価1300円本体1238円I 雑誌15175 _ 09 Printed in Japan 
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， ■. 平成14年7月：L7日 

掲載誌発送について 

前略 ： 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

このたびはお忙しいところ、Jウイングにご協力いただき誠にありがとう 

ございました。おかげさまを持ちましてJウイング9月号が発売の運びと 

なりました。ご高覧いただければ幸いです。 

今回のご協力に感謝い广こしますとともに、今後もますますのご支援を賜り 

ますよう、よろしくお願い致します。 

草々 

イカロス出版（株）Jウイング編集部 

編集長尾崎清子 

東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 

Tel: 03-3267-2734 Fax : 03-3266-0639 . 




